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基 本 計 画 

 

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について 

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特色について） 

 

【地理的条件等】 

 京丹後市は、平成１６年４月１日に、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町及び久

美浜町が合併して誕生し、市制施行後約９年が経過した市である。 

京都市から北西方向に直線距離で約９０ｋｍに位置し、東西約３５ｋｍ、南北約３０ｋ

ｍ、面積５０１．８４ｋ㎡と、京都府全体の約１０．９％を占める広大な面積を有してい

る。人口は５９，０３８人、うち生産年齢人口は３２，７１８人（平成２２年「国勢調査」

結果による）で、京都府北部地域ではいずれも舞鶴市、福知山市に次ぐ規模となっている。 

北西側は日本海に面し、約９０ｋｍにわたる海岸線を有しているが、その西側半分は「山

陰海岸国立公園」に指定されている。またその東側半分と、宮津市・伊根町と接する部分

は「丹後天橋立大江山国定公園」に指定されている。さらに山陰海岸国立公園を中心とす

る京丹後市から鳥取市までの地域が、「山陰海岸ジオパーク」として平成２２年に世界ネ

ットワークへの加盟が認められたところである。 

 

夏は３６℃を超え、冬は氷点下となる日も多く、山間部では昼夜の寒暖差も激しい。周

囲は山々に囲まれており、多くの良質な水源が存在している。肥沃な土地にこれらの条件

が重なり、生産者の品質向上への努力もあって、地域は良質な農産物等の生産・産出拠点

となっている。さらに海産物に関しても、丹後半島沖に豊富な漁場を持っており、漁業者

の品質管理への努力と相まって“間人（たいざ）ガニ”のブランド化も達成したところで

ある。 

また全国地震動予測地図２０１０年版（地震調査研究推進本部地震調査委員会）による

と、京丹後市の区域が今後３０年間に震度６弱以上の揺れに見舞われる確率は３％以下と

なっており、太平洋側や北部日本海側と比較してもその発生確率は非常に低い。 

  

 

【既存の産業集積の状況】 

 農林水産業を除く産業においては製造業の占める割合が高く、民営事業所における製造

業の比率は、事業所数で３７．４４％（全国平均９．１２％、京都府平均１２．８３％）、

従業員数で２８．８５％（全国平均１６．８１％、京都府平均１７．５３％）となってい

る。（平成２１年「経済センサス」基礎調査結果による） 

 また製造業の中では、繊維工業及び機械金属加工業の占める比率が極めて高く、事業所

数で９０．３７％、従業員数で７８．４１％をこれら業種が占めている。（平成２０年「工

業統計調査」（全数調査）結果による） 
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 これは古くからものづくりに関し、品質へのこだわりとそれを実現するための高度な製

造技術・品質管理手法を持っていたことに由来しており、それらが織物業と機械金属加工

業を中心に発揮され、集積が進み地域の経済をこれまで支えてきたところである。 

 

 織物業においては、江戸時代の「藩」や近代以降の行政施策が効果を発揮し、日本を代

表する絹織物「丹後ちりめん」を核として戦前から地域内で自発的な集積が進み、昭和４

８年のピーク時には白生地９２０万反(たん)の出荷を誇っていた。その後和装需用の低迷

により生産量が減少し、現在はその１／２０程度となっているが、引き続き大きな雇用吸

収・就業機会提供力を有しており、デザイン力の強化、先染・広巾分野への展開のほか、

新素材を用いた製織、独自製品の開発など、新たな展開に向けての取り組みが現在行われ

ているところである。 

 機械金属加工業においては、織機調整技術者や戦時中の疎開工場の出身者による起業を

ルーツとし、その後中核企業の地域貢献により市内取引関係の構築も進む中、産業機械・

輸送機械等の部品産地が形成され、現在では設計・加工から組み立て・完成品まで地域内

で一貫して製造できる体制をほぼ達成している。平成２０年代に入り世界同時不況、震災、

円高と度重なる要因による影響を受けたが、現在は各社がそれぞれの強みを活かし、独自

の顧客開拓や新分野への進出、事業の高度化による高付加価値化製品の製造に取り組んで

いるところであり、取引先分散化による事業の維持・発展を目指す動きも顕著になってき

ている。さらに平成２０年には地域内企業複数社による試作ネットワークも設立され、複

数社連携による事業高度化への取り組みも始まっている。 

 

一方、農林水産業に目を向けると、農業においては、経営耕地面積は３，５９７ｈａで、

うち水田は２，８８３ｈａ、畑及び樹園地は７１４ｈａと、京都府の耕地面積全体の１６．

９％を占めており、京都府下有数の農業地帯となっている。 

主な農産物は、水稲や黒大豆、花卉（かき）、ハウス栽培による京野菜（水菜や九条ね

ぎ）、トマト、野菜採種などであり、このほか砂丘地帯では甘藷やメロン、樹園地や国営

開発農地では梨、ぶどう、お茶、加工原料野菜など、多種多彩な農産物の栽培が行われて

いる。 

水稲栽培では「丹後産コシヒカリ」を主体としており、日本穀物検定協会が毎年行う「米

の食味ランキング」（食味試験）において、平成１９年産からの直近５年間で最上級であ

る「特Ａ」を４回、通産９回の受賞経歴を持つ米の産地となっている。 

また、丹後国営農地開発事業により約５００ｈａの畑地造成を行っており、畑地では大

規模営農が取り組まれている。このような条件を生かして農業法人の誘致にも積極的に取

り組んでいるところであり、現在、(有)ワタミファームや(株)京つけもの西利ファーム、

(株)かね正アグリシステム、(株)八百一の郷、(株)京文右衛門などが進出され、野菜等の

栽培に取り組まれているところである。 

またこれら国営開発農地での市外企業誘致による野菜産地形成と地域農業の活性化の

取組みが評価され、２０１０年「フードアクションニッポンアワード優秀賞」を受賞した
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ところである。 

また林業においては、６，１４５㎥の素材生産量であり、府下市町村では第３位の生産

量となっている。（農業及び林業の数値は、いずれも２０１０年世界農林業センサス（確

報）による。） 

 また漁業においても、ブリ・アジ・サワラなどをはじめとする様々な海産物に恵まれて

おり、漁獲高は２，１５５トン（平成２２年）となっている。丹後産の海産物の評価は高

く、その代表的なものとして地域団体商標にも登録された「間人ガニ」があり、“幻のカ

ニ”として毎年高値で取引が行われているところである。 

 これら農林水産品についても、ものづくりと同様 “品質へのこだわり”が発揮されて

いるところであり、栽培技術の向上のための研究や、厳格な基準にもとづく鮮度保持・品

質管理作業が日々たゆまなく行われているところである。 

 

 

【インフラ整備状況等】 

 京丹後市は府内最大の都市である京都市から直線距離で約９０ｋｍ離れており、府下市

町村の中で同市から最も遠い距離に存在している。また関西における３大消費・産業集積

地と呼ばれる京都・大阪・神戸市とは、いずれもその中心部まで自動車で２時間以上の距

離にあり、これが産業集積上大きなハンデとなっている。 

 このハンデを克服するため、京丹後市誕生以降、前基本計画にもとづく計画的な整備を

含め、京都府、京丹後市、関係団体等が一体となって次のとおりインフラ整備を進めてき

たところである。 

 

○工場用地 

 市内の工業団地が平成１８年度に完売となったことを受け、地域高規格道路ＩＣ開

設予定地の近くに「森本工業団地」を造成。工場用地は４区画で、用地面積は７２，

２５５㎡。総工費２５．７２億円。平成２２年度に分譲を開始した。 

○高規格幹線道路網等 

 「京都縦貫自動車道」及び「鳥取豊岡宮津自動車道」を段階的に整備。 

 京都縦貫自動車道については、平成２０年９月に「綾部安国寺ＩＣ～京丹波わちＩ

Ｃ」間が開通。また「鳥取豊岡宮津自動車道」については、平成２３年３月に「宮津

天橋立ＩＣ～与謝天橋立ＩＣ」間が開通。これにより京阪神地域へのアクセスが大幅

に改善された。 

なお、平成２４～２８年度には、京都縦貫自動車道の名神高速道路への接続(２４

年度)、同自動車道の全通(２６年度)、鳥取豊岡宮津自動車道の京丹後市内までの延

伸(２８年度)、さらには近畿自動車道 敦賀線（舞鶴若狭自動車道）の全通（吹田～

舞鶴～敦賀）(２６年度)が見込まれており、京阪神はもとより中京方面へのアクセス

も大幅に向上する見込みとなっている。 

○高速通信網等 
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 人口密集度が低く民間主導ではブロードバンド化が進展しにくい中、平成１９年度

に市が光ファーバー網の整備に着手。平成２１年度からは、市内全域どこでも光ファ

イバーによる超高速で大容量のインターネット接続サービスの利用が可能となった。 

 また、携帯電話についても、平成２２年度に市が８つの基地局を整備することでエ

リアを拡大する一方、平成２４年度には高速通信サービス（LTE）が複数の事業者に

よって市内中心部で始まり、モバイルでのデータ通信環境も整いつつある。 

○港湾等 

最寄港である「舞鶴港（京都舞鶴港）」まで約５０分。従来から国内フェリー（北

海道航路）及び国際海上コンテナが就航しているが、平成２３年１１月に「日本海側

拠点港」に選定されたことを受け、今後機能・航路が拡充される見込みとなっている。 

また市内に空港は無いが、最寄空港であるコウノトリ但馬空港までは市内中心部か

ら４０キロ弱の距離にあり、４５分程度でのアクセスが可能となっている。 

○試験研究・拠点施設 

平成２０年１０月に、地域産業活性化協議会の委員である財団法人京都産業２１

（現在は公益財団法人）が「丹後・知恵のものづくりパーク」を開設。前基本計画に

もとづき「地域企業立地促進等共用施設整備費補助金」を受け各種試験・検査等機器

を整備し、市内企業及び試験研究機関向けに供用を開始した。 

同パーク開設と同時に「京都府織物・機械金属振興センター」がパーク内に移転。 

新設された機器を活用して織物・機械金属に関する研究開発や企業への技術・経営

支援等を行っている。 

 また農業公園「丹後あじわいの郷」（平成１０年４月開園）を、平成２２年度に「丹

後・食の王国構想」における食関連ビジネスの創出と拡大に向けた「拠点施設」とし

て位置付け。同拠点において「食の大商談会」や推進セミナー、グルメ祭等、食関連

産業の集積と活性化に向けた取り組みを実施している。 

 また「京都府農林水産技術センター 丹後農業研究所（丹後特産部）」においては、

特産果樹や丹後国営農地の産地形成、丹後コシヒカリ「特Ａ」獲得のための研究など、

農業振興や農産物の高品質化（高付加価値化）に向けた試験研究を行っている。 

○教育施設 

市内３つの公立高等学校のうち１つの学校に「産業工学科（機械系統・デザイン系

統）」を、別の学校に「企画経営科」を設置し、技術・経営の両面での産業人材の育

成を図っている。 

また平成１８年には、国立大学法人京都工芸繊維大学のサテライトキャンパスであ

る「京丹後キャンパス」を開設。産官学連携拠点となっているほか、試験機器等を設

置して機械・繊維等に関する研究を進めている。 

○人材育成施設 

 「丹後・知恵のものづくりパーク」内に「トレーニングゾーン」を設置。「地域企

業立地促進等事業費補助金」を活用しながら、研修プログラムの開発を行うとともに、

機械・繊維を中心とした技術教育（就職希望者及び現職者向け）並びに経営マネジメ
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ント教育を実施。補助期間終了後も引き続き地域における産業人材の育成に向け人材

育成事業を実施している。 

○インキュベーション施設 

 「丹後・知恵のものづくりパーク」内に「トライアルゾーン」を設置し、大学発ベ

ンチャー及び新分野進出を図る地元企業向けに施設を提供。これまで３社が施設を活

用し、製品の出荷を実現している。 

 ○リサイクル・エコエネルギー関連施設等 

「京丹後市エコエネルギーセンター」では、食品残渣を原料としたバイオマス発電

による再生可能エネルギーの供給とバイオガス発生後のメタン発酵消化液を液肥とし

て農作物の栽培に活用する環境保全型農業を推進している。 

また「太鼓山風力発電施設」や「風のがっこう京都」、農業公園「丹後あじわいの郷」

における太陽光発電施設など、リサイクル・エコエネルギー関連施設が一部整備され

ており、またＮＰＯ法人が廃食用油を回収（一般系・事業系とも）し、ＢＤＦ化（精

製は外部委託）してその利用促進活動を行っている。 
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（目指す産業集積の概要について） 

 

【現状を踏まえた上での目指すべき産業集積の方向性】 

平成２０年代に入り、１００年に１度と言われる世界的な不況や、東日本大震災やタ

イ・バンコク洪水など相次いで大規模自然災害が発生し、その度に地域産業は大きな影響

を受けてきた。さらに昨年から欧米の経済・雇用の回復の遅れや金融・財政危機に起因し

て国際的に円が上昇・高止まりし、日本の国際競争力の弱体化により生産拠点の海外移転

が進み、また貿易収支も赤字転落の状況となっている。 

これらに共通するのは、その前後において需給構造の変化が生じていることである。東

日本大震災の発生時にはサプライチェーン問題が発生し、ボトルネック現象を解消すべく

調達先の複線化が図られ、また現在はメーカーの生産拠点の海外シフトにより部品調達先

も海外シフトの傾向が顕著になってきている。 

 

これらの状況がある中で、もはや従来の事業活動を繰り返すのみでは、企業・地域とも

成長が困難なことは明らかであり、企業にとってはイノベーションが、地域にとっては既

存企業の高度化や新たな産業集積が求められているところである。 

しかしながら、それらを地域で活用できる資源＝地域の強みと関係ないところに求めた

のでは、目標とする産業集積の実現の可能性は極めて低い。したがって地域のあらゆる資

源・強みを活用した産業集積の形成・活性化を目指す必要がある。 

また日本の主たる工業地帯や大消費地と離れており、それらとの距離や移動時間という

物理的ハンデを背負う京丹後市にとっては、今後も引き続きそのハンデを解消していくと

ともに、地域外から企業、事業、技術、資本を誘致することが可能な、地域独自の魅力を

さらに磨き活用していくことが必要である。 

さらに京丹後市が「環境循環都市」を目指していることに鑑み、産業集積の形成・活性

化にあたっては、環境循環の視点を重視しつつ、それ自体を大きな魅力の１つとして活用

していく必要がある。 

 

以上のことから、「環境循環都市」を目指す取り組みを踏まえ、ものづくりに対する強

いこだわりを持つ人々の存在その他京丹後市ならではの魅力に磨きをかけるとともに、未

整備インフラの整備促進と既存インフラの最大限の活用を図りつつ、京丹後市の資源・強

みを活用した産業集積の形成・活性化を図っていくこととする。 

 

 

【目指す産業集積の概要】 

 

 京丹後市は「第１次京丹後市総合計画・後期基本計画」において「環境循環都市」の創造

を基本方針の１つとしており、「新しいエネルギーの導入と活用」や「循環型社会の構築」

を計画に掲げている。 
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 そのことを前提かつ地域の魅力として産業集積の形成・活性化を目指すこととし、インフ

ラ面においては再生可能エネルギーを積極的に推進するとともに、地域バイオマスの再資源

化等事業化が考えられるものについて、その調査研究を進めていくこととする。 

これにより京丹後型「新グリーン経済」の構築を目指す中で、以下の区分により産業集積

の形成・活性化を図っていくこととする。 

 

（１）地域産業活用型産業 

地域産業の集積が持つ資源・強みを活用して集積を図る産業。 

 具体的には、繊維工業並びに機械金属加工業及び同関連産業が持つ集積資源（保有

する技術、高いスキルを持つ人材、素材や部品調達の利便性等）をもとに、同業種に

おいて、前基本計画により拡充した支援機関による技術支援・人材育成・経営支援等

を継続しその強みを増進させ、連携（取引・提携）環境の整備等も図りつつ、既存企

業独自での高度化、地域内企業間の連携、保有技術と地域外技術・資本との連携、既

存集積を魅力とした地域外企業の誘致を促進し、国内で生産活動の継続が可能な高度

技術・高付加価値製品製造企業の立地を図っていくこととする。 

 

（２）地域資源活用・加工型産業 

 地域にある自然資源やその生産品を活用して集積を図る産業。 

 具体的には、京丹後市の自然資源である良質な水や海産物、米・野菜や木材など自

然を活用して生産した良質な産品について、これらを活用し加工することにより、他

と比較し差別化が可能な高付加価値製品を生産する企業について、市内・市外の技

術・資本の組み合わせによる立地を図っていくこととする。またその立地促進に関連

し、高規格道路の整備と相まって集積が期待される運輸・倉庫等についても、関連業

種として集積を目指すものとする。 

 また、環境循環都市を目指すための取組みの一環として、地域バイオマス（木質資

源や食品廃棄物等）を活用した石油代替燃料等の再資源化事業についてもその集積を

目指していくこととする。 

 

 

（２）具体的な成果目標 

 現状 計画終了後   伸び率 

集積区域における集積 

業種全体の付加価値額 
３３６．５６億円 ３６３．０２億円 ７．８６％ 
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（３）目標達成に向けたスケジュール 

 

取組事項 

（取組を行う者） 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

工業団地等 

（京丹後市・京都府） 

「森本工業団地」の分譲。増設への支援、周辺環境の整備等事業者ニーズへの対応 

     
北部産業活性化拠点「丹後・

知恵のものづくりパーク」 

（京都産業２１・京都府） 

パーク全体と「トレーニングゾーン」「トライアルゾーン」「サポートゾーン」の運営 

     

再生可能エネルギ

ー供給システムの

整備（事業化） 

（京丹後市） 

調査事業・市民アンケート・事業化検討委員会 

     

事業化 

     

高規格幹線道路網

等の整備・港湾機

能の拡充と連携の

推進 

(京都府・京丹後市) 

整備促進・連携の推進 

  

京都縦貫自動車道

の全通（予定） 

 
 

鳥取豊岡宮津自動車道大宮

森本ＩＣ(仮称)開設（予定） 

 

国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船航路新設、国際海上コンテナの拡充等に向けた活動 

     

人材育成事業 

（北部人材育成会議・京丹後） 

北部人材育成会議・京丹後の開催 人材育成事業の実施  

     

〃 

(京丹後市) 

人材育成事業の実施 

     

地域教育機関によ

る人材育成 

（京都府・京都産業２１） 

産業人材の育成（インターンシップや特別講義等を含む） 

     

６次産業化への支援 

（京都府・京丹後市） 

「丹後・食の王国構想」にもとづく各種取り組みの実施、加工食品等の開発、商品化、販売への支援等 

     

人材確保への支援 

（京都府・京丹後市） 

「上限２００円バス」の森本工業団地付近への停留所の新設・増便等 

（森本工業団地への企業立地時、速やかに対応） 

「丹後・知恵のものづくりパ

ーク」における高度化支援 

（京都府・京都産業２１） 

技術・製品開発、技術指導、試験・検査機器の貸付事業の実施 

     

産学連携推進コー

ディネート事業 

（京丹後市・京都工芸繊維大学） 

事業経営・技術相談会の実施  共同研究や委託研究への財政的支援（補助金交付） 

     

６次産業化等への支援 

（京都府・京丹後市） 

「丹後・食の王国構想」にもとづく食関連産業の集積と活性化に向けた取り組みその他６次産業化等への支援 

     

企業立地及び事業高度

化のための企業支援に

関する事項 

（京都府・京丹後市） 

改正・延長した企業立地条例の運用（府） 企業立地のための新たな条例の制定と支援の拡充（市） 

 
条例制定・新支援
制度創設（京丹後市） 

    

地域が一体となっ

た継続計画の策定 

（京都府・京丹後市・京都産業 21・

京丹後市商工会・産業団体） 

個々の企業における策定に向けた取り組みの推進 

     

地域防災計画の見直し（事業継続のための取り組みの追加）と地域が一体となった継続計画の策定の検討 
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２ 集積区域として設定する区域 

（区域） 

 

京丹後市地域（上記の行政区画）のうち、以下の（１）～（３）に示す区域を除く区域を集積

区域とする。 

（１）上図中に番号及びエリアで示した以下に示す区域 

①京都府歴史的自然環境保全地域である「権現山」 
②京都府自然環境保全地域である「丹後上世屋内山」 
③「山陰海岸国立公園」（特別地域） 
④「丹後天橋立大江山国定公園」 
⑤鳥獣保護区である「碇高原鳥獣保護区」 
⑥ 同「久美浜湾鳥獣保護区」   ⑦ 同「網野町離湖鳥獣保護区」 
⑧ 同「浜詰海岸鳥獣保護区」   ⑨ 同「湊宮葛野海岸鳥獣保護区」 
⑩ 同「弥栄町スイス村鳥獣保護区」⑪ 同「丹後あじわいの郷鳥獣保護区」 
⑫環境省選定の特定植物群落である「箱石海岸砂丘植生」 
⑬ 同「箱石クロマツ林」     ⑭ 同「経ケ岬のクロマツ林」 
⑮ 同「味土野のシデ林」      
⑯「日本の重要湿地５００」に含まれる「丹後・但馬地方低山地湧水域のアベサンショウ

ウオ生息地」（生息地等保護区である「善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区」ほか） 
⑰「日本の重要湿地５００」に含まれる「丹後半島沿岸」（藻場） 

（２）京丹後市農業振興地域計画に定める「農用地等」 

（３）京丹後市都市計画マスタープランが策定され地域地区指定が行われた場合の「住宅専用

地域」 

 

 設定する区域は、２４年４月１日現在における行政区画その他の区域又は道路、鉄道等によ

り表示したものである。 
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（集積区域の可住地面積） 

 １１，７４５ｈａ 

 

 

（各市町村が集積区域に指定されている理由） 

 

 京丹後市は、１（１）の【既存の産業集積の状況】に記載のとおり、繊維工業が１，４６

９社（従業員数３，１２５人）、機械金属加工業２０１社（従業員数２，８３４人）が集積

している。また地域資源の活用が可能な産業（食料品製造業、木材・木製品製造業等）は８

９社（従業員数７８１人）であるが、【既存の産業集積の状況】に記載のとおり、自然資源

や農林水産品に恵まれており、良質な資源の宝庫となっている。 

 また、市内網野町には国立大学法人京都工芸繊維大学「京丹後キャンパス」と経営人材が

輩出可能な「京都府立網野高等学校」があり、同峰山町には技術人材の輩出が可能な「京都

府立峰山高等学校」がある。 

 

さらに市内中心部には、前基本計画にもとづき整備した北部産業活性化拠点「丹後・知恵

のものづくりパーク」（以下「パーク」という。）があり、産業支援機関である「公益財団法

人京都産業２１北部支援センター」（以下「北部支援センター」という。）と、公設試験研究・

産業支援機関である「京都府織物・機械金属振興センター」（以下「振興センター」という。）

が、パークを拠点として、事業者、大学、産業団体、商工会、京丹後市等と連携を図りなが

らその活動を行っている。 

北部支援センターは、「サポート（支援）」「トレーニング（人材育成）」「トライアル（創

業や新展開のための貸工場）」の各ゾーンの管理を行いつつ、振興センターとの協働により、

技術・経営支援事業、人材育成事業、貸工場運営、関係機関との連携事業を実施しており、

地域の産業集積の活性化に向けた主導的な役割を果たしている。 

 

また通勤時間・距離との関係から、潜在的な労働者は京丹後市のほか、宮津市、与謝野町、

豊岡市の住民になると考えられる。与謝野町、豊岡市は隣接し国道が通じており、与謝野町

の先にある宮津市の中心部から京丹後市までは、国道を通じて３０分程度の距離である。区

域の人口は１８８，０３２人（平成２２年「国勢調査」結果による）、平成２４年上半期（１

～６月）の平均有効求人倍率は、峰山公共職業安定所管内（京丹後市、宮津市、与謝野町、

他１町）で０．７５、豊岡公共職業安定所（豊岡市）で０．８１であり、労働者確保の面で

の困難さはない。また府営・市営住宅や民間による賃貸住宅、市造成住宅用地の販売など住

宅対策も行っており、流入労働者に対する対策もとれている。 

 その他京丹後市は、前基本計画にもとづき整備した工場用地（４区画・７．２ｈａ。うち

２区画は調整中。）を有しており、事業用地の提供の面でも問題はない。 

 

 これらの各種経済資源や地理的条件等を総合的に勘案すると、京丹後市を集積区域として
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設定することが最も効果的であると考えられる。 

  

 また、イノベーションを加速させるためには、異なる産業集積間の連携も必要となるが、

そのための取り組みとして、平成２１年１０月に隣接する豊岡市と「雇用及び地元企業活

動・企業誘致促進対策に関する申合せ」に署名。両市間において求人情報の共有・連携公開、

求職・就労支援における相互協力、企業誘致活動における圏域の一体化（公共施設や労働人

口についての両地域の一体的な位置づけ）とそのＰＲに務めている。また行政・関係機関・

産業団体・市内事業者で構成する「丹後地域産業活性化推進会議」が、平成２４年度から「豊

岡市工業会」との交流を開始しており、今後、人材育成事業や試験研究施設の相互利用、産

業団体間での連携した取り組みなどを進めていくこととしている。 

 また一方で、府内には中丹地域（福知山市、綾部市、舞鶴市）における産業集積が見られ、

当該地域の製造業は、事業所数約７００、従業員数１７，７００人、売上高（製造品出荷額、

加工賃収入額及びその他収入額の合計額（以下「製造品出荷額等」という。））等は６，００

０億円を超えている（平成２０年「工業統計調査」（全数調査）結果による）。これら地域は、

京丹後市から日本海側拠点港となった舞鶴港（京都舞鶴港）や京阪神方面へのアクセスの際

に通過する位置にあり、同じく「基本計画」の同意を受けて産業集積の形成と活性化を目指

している中、舞鶴港（京都舞鶴港）の拠点港選定や京都縦貫自動車道や近畿自動車道敦賀線

（舞鶴若狭自動車道）の全線開通によりさらに利便性が増し産業集積の形成と活性化が進む

ものと考えられるため、これら地域との連携による効果も今後期待できるところとなってい

る。 

 

 国土形成計画との関係では、平成２１年８月に決定された「近畿圏広域地方計画」の第２

部「関西の目指す姿」において、「・・・ものづくり、ひとづくりにおいても徹底して質に

こだわり、新たな「本物」を創造・展開する。」（第１節）、「・・・地域資源を活用した

産業の活性化等により持続可能な地域社会を形成する・・・」（第５節）、「・・・地球温

暖化防止等の環境対策に圏域全体で取り組むことにより、環境先進圏域を目指す・・・」（第

４節）となっており、この基本計画の産業集積の方向性はいずれもそれらと整合するものと

なっている。 

 また農業振興地域整備計画及び都市計画との整合性を図るため、当該計画に定める農業振

興地域区域内の農用地は集積区域から除外するものとする。また京丹後市都市計画マスター

プランが策定され地域地区指定が行われた場合の「住居専用地域」については、集積区域か

ら除外するものとする。ただし、計画や用途地域の変更が行われ、農用地等から除外、その

他宅地への転用が許された場合及び住居専用地域からの変更が行われた場合においては、集

積区域に含むものとする。 

なお、地域地区指定が行われた場合の「住居地域」「商業地域」「準工業地域」について

は、用途制限の対象となる工場に関しては、集積区域から除外するものとする。 
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３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

 

 なし 

 

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の

実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果 

 

 なし 
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５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。） 

（１） 業種名 

（業種名又は産業名）（日本標準産業分類上の業種名） 

 

➀地域産業活用型産業 

○繊維工業及び同関連産業 

  ・主産業   １１ 繊維工業 

・関連産業  ２０ なめし革・同製品・毛皮製造業 

 ○機械金属加工業及び同関連産業 

  ・主産業   １８プラスチック製品製造業 

 ２４金属製品製造業 

 ２５はん用機械器具製造業 

２６生産用機械器具製造業 

２７業務用機械器具製造業 

（２７４医療用機械器具・医療用品製造業及び２７４３医療用品製

造業（動物用医療機械器具）を含む） 

３１輸送用機械器具製造業 

（３１２鉄道車両・同部分品製造業及び３１３船舶製造・修理業、

船用機関製造業を含む） 

  ・関連産業  １６化学工業          

         １９ゴム製品製造業       

         ２２鉄鋼業           

         ２３非鉄金属製造業       

２８電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９電気機械器具製造業 

（２９６１Ｘ線装置製造業、２９６２医療用電子応用装置製造業及

び２９７３医療用計測器製造業を含む） 

３０情報通信機械器具製造業 

３２その他製造業 

 

②地域資源活用・加工型産業及び同関連産業 

  ・主産業   ０９食料品製造業        

         １０飲料・たばこ・飼料製造業 

（１０１清涼飲料製造業、１０３茶・コーヒー製造業、１０６有機質

肥料製造業、１０２酒類製造業及び１０５たばこ製造業を含む） 

         １２木材・木製品製造業     

１３家具・装備品製造業 

 １４パルプ・紙・紙加工品製造業 

１６化学工業（1624塩製造業及び 165医薬品製造業を含む） 

３２その他製造業 

 

・関連産業 「０１農業」における工場・作業所（植物工場を含む） 

４４ 道路貨物運送業 

４７ 倉庫業 

４８ 運輸に附帯するサービス業 

 



- 14 - 

（２）（１）の業種を指定した理由 

➀地域産業活用型産業 

 製造業に係る集積の数値は次のとおりとなっている。 

 事業所数 従業者数（人） 売上高(製造品出荷額等) 

 (万円) 

付加価値額(万円) 

繊維工業 1,469(79.49%) 3,125(41.12%) 964,634(10.20%) 566,223(13.91%) 

機械金属加工業 201(10.88%) 2,834(37.30%) 6,024,168(63.67%) 2,513,273(61.73%) 

上記以外製造業 178( 9.63%) 1,640(21.58%) 2,472,765(26.13%) 992,019(24.36%) 

計 1,848 7,599 9,461,567 4,071,515 

※平成２０年「工業統計調査」（全数調査）結果による 

※機械金属加工業は、「１８プラスチック製品」「２４金属製品」「２５はん用機械器具」「２６生産用機械器具」「２７業務用

機械器具」「３１輸送用機械器具」製造業の合計数値 

平成２１年「経済センサス基礎調査」における製造業の比率は、事業所数で３７．４４％、

従業者数で２８．８５％となっていることから、単純にこれをかけあわせると、指定集積業

種（主産業）が産業全体に占める割合は、 

繊維工業     事業所数２９．７６％  従業者数１１．８６％ 

機械金属加工業  事業所数 ４．０７％  従業者数１０．７６％ 

となっている。 

繊維工業においては、その中心である「丹後ちりめん」（織物）生産において、丹後織物

工業組合や京都府・織物機械金属振興センターの主導により、産地全体が独自の風合いを出

す技術と仕組みを広く共有しており、また機械金属加工業においては、市内最大企業が多数

の特許を保有し、また特許を保有しない企業においても加工機械の操作スキルの秘匿化によ

り技術を占用するなど、先進的な技術を有する企業は市内に多数存在していると考えられ

る。またその中において振興センターは、繊維工業・機械金属加工業の両方において、新た

な技術・製品の開発を進める研究機関としての役割を担っている。 

またこれら業種の取引関係を見ると、繊維工業においては、京丹後市が平成２３年度に実

施した「織物実態統計調査」によると、全取引先数に占める市内取引先の割合は約５３％と

なっており、また機械金属加工業においては、産業団体が２０１０年に会員向けに行った調

査によると、１／３の企業が主力取引先が丹後地域内にあると回答している。このことから、

実際の取引関係に照らしあわせると、これら業種の地域への波及効果は極めて高いことがわ

かる。 

また人材供給面においては、京都府立峰山高等学校において産業工学科内に「機械系統」

と「デザイン系統」（染織デザイン等）を有しており、両業種での産業人材の輩出を可能と

している。また一般求職者向けに、公益財団法人京都産業２１北部支援センターが「ものづ

くり基礎技能習得研修」（座学・実技両面での昼間３ヶ月にわたる研修）を実施しており、

機械金属加工業への就業に向けた人材の育成を行っている。 

なお指定集積業種（主産業）が地域経済に与える影響について分析すると、繊維工業にお

いては、１人あたり売上高（製造品出荷額等）は３０８．６８万円、同付加価値額は１８１．

１９万円と他業種と比べると小さいが、これは地域内で取引構造が多層化しており多数を占
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める中下層部のほとんどが個人事業所となっている（１事業所あたり平均従業者数２．１３

人）こと、及び加工賃収入の比率が高いこと（売上高（製造品出荷額等）に占める加工賃収

入の割合は５４．１０％）に起因するものであり、集積数（１，４６９事業所）及び従業者

数（３，１２５人）を鑑みるとその活性化が地域経済に与える影響は極めて大きいと考えら

れる。 

一方、機械金属加工業においては、１人あたり売上高（製造品出荷額等）は２，１２５．

６８万円、同付加価値額は８８６．８３万円と、他の業種と比較して極めて高くなっている。

これは織物業とは異なり法人事業所の比率が高い（１事業所あたり平均従業員１４．１０人）

ことに起因するものであり、こちらについても従業者数（２，８３４人）及び１人あたり給

与額（４０９．７７万円）を鑑みると、その活性化が地域経済に与える影響は極めて大きい

と考えられる。 

以上のことから、繊維工業及び機械金属加工業（６業種）を主業種とし、これら業種の集

積を促進・補完する業種を関連業種として、集積業種として指定する。 

 

②地域資源活用・加工型産業 

 化学工業を除き指定業種のいずれもが京丹後市に存在するものの、集積を形成するまでに

は至っておらず、したがって新たに集積を目指す産業である。 

 平成１８年度に完売となった市内工業団地の最後の区画への立地は、京丹後の農林水産品

を素材とした食料品製造業であった。また近年、フランチャイズ飲食店関連の農業生産法人

が農場を市内に持ち、「京野菜」の流通・販売企業は市内に野菜生産と貯蔵・集出荷施設を

設置している。さらに現在、丹後の農林水産品や農場を求め問い合わせが複数入ってきてお

り、加工処理施設（食料品製造）の設置構想と合わせて相談を受けるケースも出てきている。 

 これらはすべて京丹後市が安全・安心かつ良質な農林水産品の生産基地となっていること

に起因するものであり、その特長を活かし、農業誘致のみでなく食料品製造業等への展開を

図ることが、今後の産業集積と地域において付加価値の創出を図る上で極めて重要である。 

 また平成２３年３月に京都府が発表した「京都『丹後・食の王国』構想」においては、「食

関連ビジネスの企業誘致・起業・産業集積促進」が明確に位置づけられており、立地に向け

た各種支援制度の整備を行うこととしている。 

 農林水産品だけではなく、特Ａ米を産み出す良質な天然水や観光資源にもなっているきれ

いな海水、府内第３位の生産量である木資源や竹資源なども、例えば飲料や塩、木材や家具、

パルプ製造などの産業集積を目指すにあたり活用できる資源である。 

 また、京丹後市が「持続可能な環境循環都市」を目指す中、市は、関係団体や企業等と連

携しながら、木質バイオマスや食品廃棄物等の地域バイオマスを石油代替燃料や肥料等とし

て再資源化しており、既にその活用を開始している。 

今後さらに調査研究を進める中、再資源化されたものが発電燃料、産業用燃料、自動車燃

料、農業肥料等として利用されることが想定され、製造技術や事業採算性の確立により、こ

れら再資源化事業の民間事業体による実施も期待されるところとなっている。 

これにより、有機質肥料、木材チップ・ペレット、ＢＤＦ精製等、資源循環に関係する製
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造業の集積が期待される。 

 

 なお、京丹後市の強みは「品質へのこだわりとそれを支える京丹後人気質」であると解明

（平成２０年５月発行「京丹後市知的資産経営報告書」）しており、それが間人（たいざ）

ガニのブランド化や特Ａランクの丹後産コシヒカリを創出してきたところであるが、その強

みは、この地域資源活用・加工型産業においても十分に発揮されるものであり、したがって

業種と地域人材の適合性は十分にあると考えられる。 

 またこれら業種は、既存事業所における１人あたり売上高（製造品出荷額等）１，５８１．

０５万円、同付加価値額５３８．２０万円、同給与額２３２．３９万円となっており、機械

金属加工業と比較すると小さいものの、地域資源を活用することから農林水産業への相当の

波及効果も期待されるため、地域経済に与える影響は大きいと考える。 

 さらに、これら業種の集積形成の過程においては、市内にその原材料や生産品を保管する

ための倉庫や原材料の１次処理施設、出荷量の増加に伴う運送機能やそれに附帯するサービ

ス機能の拡充が必要となるため、それら業種も関連業種としてその集積を目指す必要があ

る。 

 以上のことから、食料品製造業や木材・木製品製造業をはじめとする７業種を主業種とし、

これら業種の集積を促進・補完する業種を関連業種として、集積業種として指定する。 

 

 

 

６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標 

 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数 ９件 

指定集積業種の売上高の増加額 ３８．７７億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数 ３６０人 
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７ 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の

事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材の

育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者

及び当該事業の内容 

（産業用共用施設の整備等に関する事項） 

  

○工業団地等                          京丹後市・京都府 

市内工業団地が完売する中、前基本計画にもとづいて市が「森本工業団地」を整備。 

平成２２年１０月に分譲を開始。４区画７２，２５５㎡（うち２区画は企業と調整中）。 

市の南西側玄関口近くに位置し、平成２８年度には、当該工業団地から約５００ｍの

距離に京阪神、北陸方面へと通じる地域高規格道路鳥取豊岡宮津自動車道のＩＣが設置

される予定となっている。物流面において優位性があるほか、既存集積産業との連携に

より素材・部品等を調達し、部分品や完成品を生産するにために地理的に最適な場所と

なっている。 

また同団地は、府が「ものづくり産業等集積促進地域」として指定しており、不動産

取得税の軽減制度が適用可能なほか、施設設備投資や府内新規雇用への補助（最大２６

億円）、特別金利による融資の措置が可能となっている。また市においても、固定資産税

の減免制度、施設設備投資及び新規雇用への補助制度の適用が可能となっており、さら

に今後、事業者のニーズを把握しながら、支援制度を拡充する予定としている。 

既存の工業団地についても、緑地・環境面積率における団地特例の適用や市制度によ

る増設への支援、周辺環境の整備など、事業者のニーズに柔軟に対応することとしてい

る。また未利用の市所有地についての情報も整理しており、随時事業者に提供できるよ

うになっている。 

 

○北部産業活性化拠点「丹後・知恵のものづくりパーク」 公益財団法人京都産業２１・京都府 

 前基本計画にもとづき、北部産業活性化拠点「丹後・知恵のものづくりパーク」を整

備。 

 平成２０年１０月に開設し、「公益財団法人京都産業２１北部支援センター」が事務所

を設置し管理運営を行うとともに、「京都府織物・機械金属振興センター」が移転入居。 

 以下の３ゾーンを保有し、前基本計画にもとづき補助金を受け、試験・検査等機器を

設置するとともに、産業集積の活性化に向けた各種事業を実施している。 

 引き続き産業集積の形成・活性化に向け、必要によりその拡充等を図りつつ、施設・

機能の運用を図っていくこととする。 

◇トレーニングゾーン・・・ものづくり人材育成のため、就業希望者や現職者に対し、基礎技能や

高度な技能、マネジメントスキル等についての教育を行う施設。 

◇トライアルゾーン・・・地域の新たな産業興しを目的に、開発・製造拠点として活用可能な、イ

ンキュベーションと貸工場の両方の機能を兼ね備えた施設。 

◇サポートゾーン・・・京丹後地域産業活性化協議会を構成し、経営・技術の両面から産業支援活

動を行う「公益財団法人京都産業２１北部支援センター」及び「京都府織

物・機械金属振興センター」が入居する施設。 
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○再生可能エネルギー供給システムの整備（事業化）            京丹後市 

前述のとおり京丹後市は持続可能な環境循環都市を目指しており、そのことを踏まえ

るとともに、それ自体を１つの大きな魅力として産業集積の形成・活性化を図り、京丹

後型「新グリーン経済」の構築を目指すこととしている。 

立地環境整備に必須の電力供給に関しても、平成２４年度には「再生可能エネルギー

推進事業」を立ち上げ、「再生可能エネルギーによる環境未来都市構築調査事業」を開始

したところであり、エネルギー賦存量や事業化可能性調査のほか、事業化検討委員会の

開催や市民アンケート調査なども行う予定としている。 

今後は当該調査結果をもとに事業化検討委員会において検討を行い、早期に事業化を

進めていくことにより、立地企業を含め地域への電力供給が可能な体制を整備していく

こととしている。 

京丹後市は従来から「環境保全」「循環型社会の構築」「循環型産業の育成」「新エネル

ギーの推進」の４テーマに基づき、環境循環型のまちづくりに取り組んでいるところで

あり、平成１７年１１月には、全国３箇所のうちの１つとして、太陽光・風力・バイオ

ガス発電を組み合わせた新エネルギーシステムの地域実証研究を開始し、これまでその

成果をもとに再生可能エネルギー等の供給を実現してきたところである。 

また平成１８年度には、上記実証研究の開始や環境教育研修センターの運営、鳴き砂

の浜や北近畿最大規模のブナ林の保全活動などが評価され「環境・共生・参加まちづく

り表彰」環境大臣賞を受賞したところである。 

これらの状況を受け、企業立地活動においても、「企業立地ガイド」に「環境基準の事

業所立地」として「京丹後市は立地選択の新基準をご提案し、御社のＣＳＲに貢献しま

す。」と明示し、地域が、ＣＳＲ（社会的責任）の中核的分野の１つである「環境」面で

立地企業のＣＳＲ活動に貢献することを示すことにより、企業立地活動における地域独

自の価値と優位性を確保しＰＲしてきたところであり、再生可能エネルギー供給システ

ムの整備は、この地域独自の価値と優位性をさらに高めるものとして、企業立地による

産業集積の形成と活性化を目指すにあたって極めて重要な事項となっている。 

また、関西電力管内は夏冬の電力需給が逼迫している状況にあり、官民挙げての節電

対策が奏功しこれまで計画停電は行われていないものの、事業活動においては電力供給

への不安が生じる状況となっている。この不安は企業立地活動においてもマイナスに作

用しており、その不安を軽減することも産業集積の形成等を目指すにあたり極めて重要

な事項である。 

以上のことから、全国に先駆けて取り組んできた成果を活用しながら再生可能エネル

ギーの供給システムの整備を図り、それを京丹後地域独自の魅力として最大限活用する

とともに、電力供給に対する不安を軽減することにより、企業立地による産業集積の形

成と活性化を目指す。 
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○高規格幹線道路網等の整備・港湾機能の拡充と連携の推進     京都府・京丹後市 

平成２４年度に京都縦貫自動車道「沓掛ＩＣ～大山崎ＩＣ・ＪＣＴ」間が、平成２６

年度に同「京丹波わちＩＣ～丹波ＩＣ」間が、平成２８年度に鳥取豊岡宮津自動車道「与

謝天橋立ＩＣ～大宮森本ＩＣ」が開通する予定であり、また平成２６年度には近畿自動

車道敦賀線が敦賀まで延伸、北陸自動車道に接続する予定になっている。 

これにより京丹後市から京阪神や北陸・中京へのアクセスと物流機能は、格段に向上

するものと見込まれる。 

また京丹後市から自動車で１時間程度の距離にあり、日本海側拠点港となった舞鶴港

（京都舞鶴港）においては、平成３７年度までに、国際フェリー・国際ＲＯＲＯ船の定

期航路の開設（中国太倉・韓国浦項航路）、国際海上コンテナの拡充（ロシアナホトカ及

び中国上海航路の開設と既存航路を含む増便）、日本海側外航クルーズの誘致（年１４回

程度）・寄港地化を目指すこととしている。 

これにより、京丹後市からの国内物流機能及び東アジア・ロシア方面への輸出機能は

格段に向上するものと見込まれる。 

またこれら交通・物流機能の整備・拡充にもとづき、京阪奈地域における学研機構等、

高規格幹線道路網で繋がる拠点地域・機能との連携を図っていくものとする。 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

 

○人材育成事業                     北部人材育成会議・京丹後 

 （公益財団法人京都産業２１ 京都府 京丹後市 京丹後市商工会 丹後機械工業協同組合 丹後織物工業組合 市内企業ほか） 

 行政、産業支援機関、産業団体、企業、大学、高等専門学校等で「北部人材育成会議・

京丹後」を構成。産業団体や企業から事業者ニーズを把握しつつ、同会議にて人材育成

研修プログラムを策定し、公益財団法人京都産業２１が、「丹後・知恵のものづくりパー

ク」において人材育成事業を実施している。 

 研修プログラムは、就職希望者・就業者の両方向けに実施しており、大学との連携に

より作成した研修プログラムも含まれている。 

 毎年約７０講座を実施し、受講生は年平均で７００人を超える中、引き続き人材育成

事業を実施していくこととする。 

 

○人材育成事業                             京丹後市 

 平成２３年度から厚生労働省の委託を受け市・農業経営者会議・地場産業振興センタ

ー・森林組合等で構成する京丹後市地域再生協議会が「地域雇用創造推進事業」を実施。 

この計画に定める「地域資源活用・加工型産業」の集積に向けた人材の育成につなが

る事業を展開。６次産業化も念頭に置いた安心・安全かつ高品質な農産物の生産を目指

す「有機農業実践セミナー」、地域資源を活用した産品開発のための「特産品開発講座」、

林業活性化のための「林業者育成研修」、木質バイオマスの燃料化のための「木質燃料等

の木材加工技術者研修」等を実施しており、受託期間終了後も引き続き市及び関係機関

において所要の人材育成事業を実施することとしている。 
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○地域教育機関による人材育成          京都府・公益財団法人京都産業２１ 

 京都府立峰山高等学校では、産業工学科（「機械系統」及び「デザイン系統」）を有し、

産業人材の育成を行っている。同科においては、企業・工場見学や、２０社を超える地

元企業の協力を得てインターンシップを行っているほか、地元企業の技術者を招いてレ

ベルアップのための特別講義も行っている。 

これらの活動を通じ高校生の地元企業への理解を深めるとともに、インターンシップ

や特別講義により実践可能なスキルの教育を行っており、集積産業に合致した人材の育

成に大きく貢献しているところである。 

  

○人材確保への支援                       京都府・京丹後市 

 この計画にもとづき産業集積を形成・活性化するにあたっては、近年、地元企業にお

いて確保される人材が、地域住民や地域出身者（Ｕターン）のほか地域外住民も増えて

いる状況にあるため、住宅・通勤等生活面での課題に対する支援も必要である。 

 住宅に関しては、市内に府営・市営住宅約６００戸を有している。また平成１８年～

２２年の５年間における貸家着工新設住宅数は３５４戸（国土交通省「建築統計年報」）

となっており、未入居室も多数あることから、これら地域外からの移入による従業者へ

の住宅は提供可能である。ただし、立地企業が従業員向け住宅を整備するにあたっては、

その支援策を講じていく必要があり、次ページに記載する立地企業向け支援策を拡充す

る中で、その配慮も行っていくものとする。 

 通勤に関しては、市内は自家用車での通勤が中心となっているが、「上限２００円バス」

の導入後、女性・高齢者・身体障害者などが通勤にバスを利用するケースも増えてきて

いる。そのため例えば、森本工業団地へ企業が立地する際には、バス事業者との協働に

より付近を通過するバス路線の工業団地への乗り入れや停留所の新設、通勤時間帯の増

便対応等により、通勤に支障が生じないようにすることとしている。 

 

（技術支援等に関する事項） 

 

○「丹後・知恵のものづくりパーク」における高度化支援 京都府・公益財団法人京都産業２１ 

 京都府織物・機械金属振興センターによる技術・製品開発や技術指導を継続して実施

するとともに、前基本計画にもとづき整備した試験・検査等機器の貸付事業を継続し企

業の利用に供することにより、技術の高度化や製品開発をサポートし、既存企業や進出

企業の事業高度化を支援する。 

 

○産学連携推進コーディネート事業           京丹後市・京都工芸繊維大学 

 京都工芸繊維大学京丹後キャンパスを拠点として、同大学との連携事業を継続実施。 

「事業経営・技術相談会」の実施や技術シーズ等の紹介により、技術的課題への対応を

図ることにしている。 

さらに大学が持つ技術資源の活用を促進するため、大学と共同研究や委託研究に取り
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組む市内事業者に対し、研究経費等負担金の２分の１を補助する制度を市が創設。計画

期間開始後も制度を継続し、既存・進出事業者と大学との協働による技術的イノベーシ

ョンを支援することとしている。 

 

 ○６次産業化等への支援                     京都府・京丹後市 

 地域の農林水産物を活用し、これを加工して販売する取り組みを引き続き支援する。 

 京都府においては「丹後・食の王国構想」にもとづき食関連産業の集積と活性化に向

けた各種取り組みを引き続き実施するほか、「農業経営体育成事業」における農業の６次

産業化への支援を実施し、また京丹後市においては農家等への「６次産業支援事業補助

金」の交付や漁業者等への「海業振興事業補助金」の交付等を行うことにより、農林水

産物を活用した加工食品その他付加価値品の開発・商品化・販売等を支援し、その事業

化を促進することとしている。 

 

（その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項） 

 

 ○企業立地及び事業高度化のための企業支援に関する事項      京都府・京丹後市 

 府では、府内における企業立地のさらなる推進のため、平成２４年３月末に終期を迎

えた企業立地促進条例(略称)を改正・延長し、補助対象事業の拡大、補助要件の緩和等

立地企業に対する支援制度を拡充したところである。 

 また市では、立地企業に対する支援として、この基本計画の元となる法律にもとづく

制度（固定資産税の免除条例）のほか、奨励金の交付、便宜供与（ハンズオン支援）等

を行っているところであるが、平成２４年１０月に関西や中京圏の広域経済団体や支援

機関の関係者、地元の事業者や支援機関等の関係者を委員とする「京丹後市 新経済戦略

検討会議」を立ち上げ、京丹後型「新グリーン経済戦略」の構築など総合的な地域経済

戦略を検討しており、その中で企業立地の促進に関する検討を行っているところである。 

 この会議での検討結果を踏まえ、平成２５年度には企業立地の促進のための新たな条

例を制定し、立地施策や立地企業に対する支援制度を拡充することとしている。 

 

○地域が一体となった継続計画の策定  京都府・京丹後市・公益財団法人京都産業２１・京丹後市商工会・産業団体 

 京丹後市においては、事業継続計画の策定企業はまだ少数であると考えられる。この

ため、事業継続計画策定の必要性の認識を高め、個々の企業において策定に向けた取り

組みを推進する必要があり、そのための取り組みとして、事業継続計画策定のための研

修事業等を行う。 

 また京丹後市は「地域防災計画」を策定しているが、災害発生の際の事業継続のため

の取り組みについては、十分な計画が立てられていない。 

 したがって「地域防災計画」の見直しを行う際に、事業継続のための取り組みについて

市民・事業者・有識者等の意見も聞きつつまずは盛り込んでいくこととし、その課程にお

いて地域が一体となった継続計画の策定について検討していくこととする。 
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８ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項 

○良質な人材の確保のための環境整備 

 平成２０年５月に発表した「京丹後市知的資産経営報告書」において、「地場産業にみる

京丹後の“強み”」は、モノづくりや品質管理に対するこだわりであり、それを支えている

のが京丹後人の気質（真摯さ）であることを解明した。それが原動力となり、繊維工業や機

械金属加工業が集積してきたことは前述したが、これからの産業集積を目指すにあたって

も、その特長を生かして良質の人材を育成・確保していくことが重要である。 

 そのため「丹後・知恵のものづくりパーク」においては、例えば「ものづくり基礎技術習

得研修」において、専門学校等とは異なり、１期８人という少人数での研修とし、知識・技

術の両面において、講師が受講生一人ひとりをものづくり技能者として育てられる環境を整

えている。また「地域雇用創造推進事業」の実施にあたっても、地元関係団体等と構成する

「地域再生協議会」における検討を踏まえて事業を実施し、地元の視点に立った人材育成に

取り組んでいるところである。 

 この計画にもとづき産業集積のための人材を育成し確保するにあたっては、その特長を生

かしつつ地元の視点に立った取り組みを継続していくこととする。 

 

○環境保全との関係  

森本工業団地の造成にあたっては、開発区域全体において２０％以上の緑地面積を有する

計画とし、地元住民による「工業団地推進委員会」等との協議を行いつつ、住民の理解と合

意を得ながら造成を行った。 

工業団地への立地企業に関しては、従来から工業用地譲渡契約において、公害防止のため

の措置を義務化し、また公害防止協定の締結により関係法令や「京都府環境を守り育てる条

例施行規則」に定める基準によって、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭を防止するこ

とを義務化している。同協定により、市は、事前審査、改善勧告、監視（測定・記録と報告

命令）、立入調査、改善や操業停止指示を行う権利を有し、事故発生時には、改善措置及び

被害補償を行う義務を立地企業に負わせている。また下水道の整備により下流農業域への影

響が発生しないようにしている。 

また、地球温暖化防止のための取組として、通勤時の公共交通利用促進（ノーマイカーデ

ー）啓発を通した排出抑制、プラスチック類の資源ごみ分別回収による一般廃棄物を起因と

したＣＯ2 の排出量の削減に取り組んでいるほか、この基本計画においても再生可能エネル

ギー産業等の集積を図り、ＣＯ２を排出しないまたはカーボンニュートラルでのエネルギー

供給を図っていくこととしている。 

このほか、住民に対して説明等の必要がある場合には、関係法令等にもとづく説明会の開

催や立地工場での視察受入を行うなど、住民と事業者の相互理解が深められるよう図ってい

くこととしている。 

 

○ 地域の安全確保との関係 

  京都府及び京丹後市では、それぞれ「犯罪のない安心・安全なまちづくり条例」を制定
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しており、市町、府民、事業者等と連携した犯罪のない安心・安全なまちづくりに向けた府

民・市民運動を推進している。 

その趣旨を踏まえ、産業集積の形成及び活性化により犯罪や事故の増加や地域の安全・安

心を阻害する事態とならないよう、府・市・市民・事業者が連携して次の取り組みに務める

こととする。 

・防犯設備の整備と防犯に配慮した施設の整備・管理 

 交通安全灯、防犯灯、敷地内照明や防犯カメラ等の防犯設備の整備・管理を行う。また

工業団地においては、道路、公園、駐車場への植栽の適正な配置や管理により見通しを確

保するなど防犯に配慮した施設の整備・管理を行うほか、夜間、未立地用地や公園等が地

域住民に迷惑を及ぼす行為に利用されないよう管理を徹底する。 

・従業員に対する防犯指導と職域防犯対策の推進 

 従業員に対し犯罪被害の防止や交通法規等の遵守について教育を行うなど、それぞれの

職域において防犯指導を実施する。また必要に応じて、警察からの助言等を活用しながら

組織的に防犯体制を確立する。 

・協働による地域防犯活動への参加 

 市民が参画する「京丹後市防犯委員会」「京丹後市交通安全対策協議会」における検討

結果をもとに、市民との協働のもと安全・安心かつ交通事故のないまちづくりを目指して

おり、毎月１日を「市民・交通安全の日」、１５日を「京丹後市・防犯の日」と定める中、

引き続き防犯、交通安全啓発事業を実施する。また事業者は所在する地域の一員として、

地域における防犯活動へ積極的に参加する。 

・外国人労働者の不法就労の防止と教育 

 外国人を雇用するにあたっては、旅券等により当該外国人の就労資格の有無を明確に確

認し、不法就労を防止する。特に日本の制度慣習に関して理解の浅い外国人労働者の就労

に当たっては、その理解を促すための教育を行う。 

・警察活動への協力と連絡 

 産業集積の形成及び活性化にあたり、犯罪及び事故の防止並びに地域の安全と平穏の確

保のために必要となる警察活動へ協力する。また、犯罪または事故の発生時における警察

への連絡体制を整備する。 

・交通安全対策 

「京丹後市第３次交通安全計画」にもとづき、高齢者や子どもに対する交通安全教育等

必要な交通安全対策を推進する。 

  

○ 関連する計画との関係 

この基本計画の策定にあたっては、関連する計画との調和を保持し、都市機能の無秩序な

拡散を防止し、農林漁業の健全な発展との調和を図る観点から、それぞれ以下のとおり配慮

している。 

 

・国土形成計画との関係 
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 この基本計画は、平成２１年８月に決定された「近畿圏広域地方計画」との調和を意識し

ながら策定したものであり、第２部「関西の目指す姿」において、「・・・ものづくり、ひ

とづくりにおいても徹底して質にこだわり、新たな「本物」を創造・展開する。」（第１節）、

「・・・地域資源を活用した産業の活性化等により持続可能な地域社会を形成する・・・」

（第５節）、「・・・地球温暖化防止等の環境対策に圏域全体で取り組むことにより、環境

先進圏域を目指す・・・」（第４節）と整合するものとなっている。 

 

・都市計画との関係 

 現在京丹後市都市計画マスタープラン策定に向け作業が進められているところであり、本

基本計画の策定にあたっては、都市計画マスタープランの基礎となる「京丹後市まちづくり

基本計画」との調和を図ることを前提としている。 

自然環境の保全・良質な農業や漁業の維持発展・土地利用区分との調和を図る観点から、

「２ 集積区域として設定する区域」において、これら関係する区域を集積区域から除外し

たところであり、また、京丹後市まちづくり基本計画の「都市拠点」の中に明確に位置づけ

られた「工業団地の整備充実」にもとづき、前基本計画において市営工業団地の新設を行っ

たところである。 

 

・中心市街地活性化法の基本計画との関係 

 現時点では、中心市街地活性化法を活用した基本方針や基本計画は有しておらず、また市

街化区域や市街化調整区域の設定は予定していない。しかしながら、前述の京丹後市都市計

画マスタープラン策定後に中心市街地活性化計画について検討が行われ、中心市街地活性化

計画が策定された場合には、その際この基本計画との調和が保たれるよう特に配慮すること

とする。 

 

・農業振興地域整備計画との関係 

 京丹後市の農業は、府内最大規模の面積を有しており、良質な米・野菜などが生産され、

産業の１つとして重要な位置を占めている。 

 この基本計画による産業の集積が、これらの優良な農産物の生産を阻害することを抑止す

るため、「２ 集積区域として設定する区域」において、農業振興地域区域内の農用地につ

いては集積区域から除外するなど、農業振興地域整備計画との調和が保たれるよう配慮する

こととする。 

 

・京丹後市総合計画との関係 

 平成２２年３月に策定された「第１次京丹後市総合計画・後期基本計画」においては、基

本計画の第１章「ひと・もの・ことが行き交う交流経済都市」において、工業団地の造成と

積極的な企業誘致、新たな産業おこしの推進、各産業の連携の強化（農工商観の四位一体型）、

産官学による研究・開発体制の確立、新・丹後ちりめん産業の総合的な振興、林業の特産品

振興と活用等を、第２章「暮らしの中でいのちが輝く環境循環都市」において、新しいエネ
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ルギー等の普及・活用、循環型産業の育成等を施策方針に掲げており、これら方針と調和す

る形でこの基本計画を策定している。 

 

 

９ 法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が、農用地等と  

して利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用

途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項 

 なし 

 

１０ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、同意の日から平成２９年度末日までとする。 

 


