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京都中部地域（京都丹波地域）の基本計画 

       

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） 

 本計画は、地域のものづくり企業が、地域経済及び雇用の担い手として、地域社会の

形成に重要な役割を果たしていることに鑑み、京都中部地域（亀岡市、南丹市及び船井

郡京丹波町）が有する豊かな自然や農林産物、多様な業種の企業群や特色ある教育機関

の集積、京阪神大都市圏等との近接性、高速交通ネットワーク網等の強みを最大限に活

かし、地域におけるイノベーションの創出、企業立地・事業高度化の促進等を図り、地

域産業の振興及び雇用の創出等を目指すものである。 

  

ア 地理的条件 

京都中部地域（京都丹波地域）は、京都府のほぼ中央部に位置し、亀岡市、南丹市及

び船井郡京丹波町からなる地域であり、東は京都市及び滋賀県高島市に、西は福知山市、

兵庫県篠山市及び大阪府豊能郡に、南は大阪府高槻市及び茨木市に、北は綾部市及び福

井県大飯郡にそれぞれ接している。 

  行政区域面積は 1,144.29ｋ㎡であり、府域の約４分の１を占めており、そのうち森

林面積が 945.35ｋ㎡（地域全体の 82.6％）にもおよぶ地域である。 

  京都府を南北に縦断している国道９号の観音峠から南丹市美山町にかけては、太平洋

と日本海との分水嶺となっており、その南側では桂川を経て大阪湾に、その北側では由

良川を経て日本海に注いでいる。なお、南側の一部地域では、安威川を経て神崎川に注

いでいる。このことから、歴史的にも、水運を利用して日本海水運と瀬戸内海水運とに

つながるとともに、その地政学的な条件から、丹波国府がおかれ、古代から七道駅路の

一つ山陰道が縦断し、それを軸としながら丹後支路、周山街道、摂丹街道、東海道、北

陸道、中山道などで、京阪神地域、中国地方、若狭湾地方、東海地方と結ばれる交通の

要衝の一つになっており、現在もそのような位置におかれている。 

また、この地域には、府立るり渓自然公園や府立保津峡自然公園があり、広大な敷地

を持ち、多様な生物をはぐくむ芦生の森が存するなど、緑豊かな自然環境や森林資源に

恵まれている。 

他方、桂川流域や由良川流域に沿って平坦地が開けており、亀岡盆地、園部盆地、須

知盆地などをはじめとする広大な耕作地が広がり、ＪＲ山陰本線（嵯峨野線）や、国道

９号、27号などの幹線道路に沿って市街地も広がっている。 

さらに、京都縦貫自動車道の全線開通により、京阪神大都市圏、大阪湾ベイエリアの

重要港湾等、大阪国際空港や関西国際空港、日本海側拠点港である京都舞鶴港等への高

速アクセスが実現するとともに、地域の主要地域から車でそれぞれ約 90 分以内に到着

できるエリアが拡大した。 
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イ 既存の産業集積の状況 

この地域は、米、畜産、野菜を中心とする府内有数の総合的な食料供給地域となって

おり、特に畜産は、府内最大の主産地となっている。なお、府立須知高等学校の前身は、

日本三大農牧学校の一つ京都府農牧学校であり、このことはこの地域が明治初期から日

本農業の拠点の一つと考えられていたことの証でもある。 

  みず菜、壬生菜、紫ずきん、九条ねぎなどの「ブランド京野菜」の出荷額も府全体の

約４割を占めるとともに、「京のブランド産品」の黒大豆、小豆及び丹波くりや丹波ま

つたけなど、質の高い農林産物を生産しており、農林業が地域の基幹産業になっている。 

  この地域の産業集積は、このような質の高い農林産物の集積を背景に、食料品製造業

の立地が多く、従業者数の約 19％を占めている。 

農業系の高等学校や、平成 27 年４月に食農学科が新設され、既設のバイオサイエン

ス学科、バイオ環境デザイン学科を含め３学科体制となった京都学園大学バイオ環境学

部において、将来を担う人材の育成に力が注がれている。 

  また、京阪神大都市圏、大阪湾ベイエリアの重要港湾等、大阪国際空港や関西国際空

港、日本海側拠点港等とのアクセスの良さから、金属製品製造業、はん用機械器具製造

業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造

業などの部品・部材関連の製造を主とする企業や食料品製造業が多く立地している。 

平成 27 年４月に府立南丹高等学校総合学科にテクニカル工学系列が新設され、もの

づくり教育を通じた人材育成、地元ものづくり企業でのインターンシップなど、地域と

密接に連携した教育システムが構築・実践されている。 

  高度経済成長期前後に誘致された繊維工業等の伝統産業も存し、その技術者の蓄積が

あるとともに、伝統工芸の技や知恵を未来へとつなげる人材の育成を目的とした京都伝

統工芸大学校が設立され、多くの人材、確かな技を習得した技能者が育成され、起業家

も生まれている。   

また、京都美術工芸大学においては、美術工芸の教育・研究を基盤に、伝統工芸や文

化財、伝統建築、建築デザイン、総合デザイン分野において、日本の美を受け継ぎ、発

展・進化させる人材育成を目指し、地域内外の産学公との連携した取組みが進められて

いる。 

さらに、このような伝統産業やその技術をもとにした新たな繊維染色、建材、印刷等

様々な企業のほか、新たな価値観によるモノ、サービスを提供する企業も立地している。

これらの企業の多くは、機能や価格といった価値観に加え、生活者の感性に働きかけ、

その感動・共感を得ることで顕在化する新たな価値観を提供・創出することを目指し、

企業活動を行っている。本計画では、これらの産業を総称して、「感性価値創造産業」

と称している。 

 なお、京都の奥座敷であるとの地域特性から、心学の祖といわれ企業倫理の原点を説

いた石田梅岩や代表的な陶工である野々村仁清をはじめ、思想家、芸術家を輩出してお

り、木喰像で有名な木喰上人が最晩年をこの地に滞在されたことで、多くの木喰像が残

されているなど、多数の文化財が存する地域である。このような歴史的背景のもと、現

在では、自然環境の豊かさや多様さを求めて、芸術家、工芸家がこの地に多く住まわれ
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ており、このような蓄積が、感性価値創造産業への大きな刺激にもなっている。 

さらに、森林資源や石材の豊かさから、木材・木製品製造業、窯業・土石製品製造業

も多く立地している。 

このように、この地域には多くの業種が立地し、その多様さにこそ特性と強みが存し

ている。 

 

ウ 交通インフラの整備状況 

 (ア) 道路整備 

京都縦貫自動車道は、昭和 63年に沓掛ＩＣ～千代川ＩＣ（15.6km)、 平成８年に千

代川ＩＣ～丹波ＩＣ(15.7km)がそれぞれ供用開始された。    

その後も、延伸工事が進められ、京丹波わちＩＣ～綾部安国寺ＩＣ間（7.7km）が平

成 20年９月に、沓掛ＩＣ～大山崎ＩＣ間（9.8km）が平成 25年４月に、そして丹波 IC

～京丹波わちＩＣ間（18.9km）が平成 27年７月に供用開始され、京都縦貫自動車道が

全線開通した。 

京都縦貫自動車道の全線開通により、この地域のインターチェンジは 11箇所となり、

名神高速道路、北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道等との連結により、さまざまなルート

でつながる「環状高速ネットワーク」が形成され、京阪神、中京圏、北陸圏等をはじめ

とする各都市圏との時間距離が短縮され、アクセスの利便性が大幅に向上している。 

主要国道については、亀岡市から京丹波町方面にかけて国道９号及び 27号が、南丹

市美山町方面については国道 162号が貫いており、これに国道 173号、372号、423号、

477号及び主要地方道が交差している。 

 

 (イ) 公共交通機関 

ＪＲ山陰本線（嵯峨野線）は、平成元年３月に嵯峨嵐山駅～馬堀駅間の複線化、平成

２年３月に京都駅～園部駅間の電化、平成８年３月に園部駅～福知山駅間の電化、平成

22 年３月に京都駅～園部駅間の完全複線化工事がそれぞれ完成し、輸送力が一段と強

化されている。 

バス路線は、西日本ジェイアールバスが南丹市園部町～京丹波町（～福知山市）を運

行し、京阪京都交通が京都市～亀岡市をはじめ、２市で路線を有している。また、各市

町では市・町営バスやコミュニティバスが運行されており、住民の貴重な交通機関とし

て利用されている。 

 

エ 教育機関等 

この地域には、京都学園大学、明治国際医療大学、京都医療科学大学、京都美術工芸

大学、京都伝統工芸大学校、京都建築大学校、府立林業大学校、公立南丹看護専門学校

と、既に８校の高等教育機関があり、総合的大学をはじめ、医療系の学校、京都ならで

はの伝統工芸を学ぶことができる学校など、特色あふれる教育機関で、約 5,600人の学

生が日々勉学や技術習得に励んでいる。 

また、（一財）京都伝統工芸産業支援センターにおいては、伝統工芸産業の振興を図
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るため、人材育成、研修交流、調査研究等の取組みが行われている。 

さらに、京都市に隣接しながら、自然環境等の豊かな地域資源に恵まれ、地域の中で

人と人とが支え合う良好なコミュニティが息づいていることから、京都市内に拠点を置

く大学も本地域をフィールドとして、産学公と地域が連携した様々な調査研究、活動を

進めている。 

   

（目指す産業集積の概要について） 

ア 「アクセス」重視の京都中部ものづくり産業の充実  

アクセスの良さから立地している、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、電子部

品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、印刷業

などや、また、地域資源を活用した木材・木製品製造業、窯業・土石製品製造業などの

一層の集積、高度化を促進する。 

    アクセスの良さを活かし、運送業などの充実を図る。 

 

イ 京都丹波ならではの「食と健康、安心・安全ものづくり産業」の充実・創出  

農林業を基盤とした食料品製造業の一層の集積、高度化とともに、「ブランド京野菜」

をはじめ安心・安全な農林産物、豊かな地域資源・環境、京都丹波の歴史的風土を活か

しながら、健康関連産業、植物工場などの充実と創出を促進する。 

 なお、農商工連携や企業の農業参入が様々な方法で進められており、これらの関連産

業の充実・創出を図る。 

 

ウ 感性価値創造産業の充実・創出 

歴史的な背景による文化、芸術の蓄積に加え、先端科学技術が様々な分野で展開され

るとともに、伝統技法を活かしながら新たな産業も展開しつつある。そのような動きを

一層進めるため、地域の教育機関や芸術家と連携しながら、異業種との交流や、海外等

との交流など、今までの枠にとらわれない展開を図り、感性価値創造産業の充実・創出

を促進する。 

 

エ 環境関連産業の充実・創出 

この地域の豊かな地域資源や森林資源を有効活用するとともに、農林業、食料品製造

業との連携も図り、また、部品・部材産業の集積を活かし、進みつつある環境関連産業

の充実・創出を一層促進し、資源循環型産業、低炭素型産業、再生可能エネルギー関連

産業の集積・高度化を図る。 

 

（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 １,０２０億円 １,１００億円 ７．８％ 
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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） 

２８ 

年度 

２９ 

年度 

３０ 

年度 

３１ 

年度 

３２ 

年度 

ア 企業ニーズの把握と的確な対応（各市町、府等） 

企業ニーズの的確な把握、情報提供、トップセ

ールスによる誘致活動を展開する。 

     

イ 工業団地・工場適地等への企業立地促進等（各

市町、府等） 

「京都新光悦村」への企業誘致をはじめ、工業

団地・工場適地等への多様な業種・業態の立地促

進に向けた取組みを実施する。 

     

ウ ものづくり産業の集積促進（各市町、府等） 

立地用地、拡大用地の情報提供、新規立地・増

設等の支援策の実施により、ものづくり産業の集

積を促進する。 

     

エ 教育機関による人材育成（教育機関） 

京都学園大学では、総合的大学の機能を活かし

ながら様々な分野の人材の育成を進めている。 

京都美術工芸大学では、伝統と文化を尊重し、

その継承と文化の創造を担い、美術工芸業界を牽

引する人材育成を目指している。 

明治国際医療大学、京都医療科学大学、京都伝

統工芸大学校、京都建築大学校、府立林業大学校、

公立南丹看護専門学校等は、実践的な技術・知識

を身に付け第一線で活躍できる人材の育成を目指

している。 
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取組事項 

（取組を行う者） 

２８ 

年度 

２９ 

年度 

３０ 

年度 

３１ 

年度 

３２ 

年度 

オ 産学連携による人材育成と職業教育（商工会・

商工会議所、教育機関、各市町、府等） 

京都学園大学は、地域の企業等と学生の実践教

育（インターンシップ、共同事業への参加）に連

携して人材育成に取り組むとともに、地域の高等

学校と高大連携包括協定を締結し、教育プログラ

ムの提供など地域の高校生への教育の充実に努め

ている。 

京都伝統工芸大学校では、若年層に対するもの

づくり教育のため、小・中学校への講師派遣など

を行っている。 

京都美術工芸大学では、地域の企業との産学連

携による人材育成を行っている。 

企業は、その人材を大学等のキャリア教育や、

環境学習、理科教育等に派遣している。 

     

カ ものづくりと地域づくりを支える人材の育成・

確保（府等） 

ＵＩＪターンや定住促進等につながるよう雇用

促進に向けた地元企業と求職者のマッチング機会

を設ける。 

立地企業の認知度向上につながるよう企業説明

会、工場見学等を連携し実施する。 

府立南丹高等学校総合学科テクニカル工学系列

等の教育機関や、地元企業をはじめ地域一体とな

ってものづくり人材の育成等を行う。  

産学公連携により、新分野展開や競争力強化を

リードするイノベーション人材の育成・確保に向

けた取組みを行う。 
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取組事項 

（取組を行う者） 

２８ 

年度 

２９ 

年度 

３０ 

年度 

３１ 

年度 

３２ 

年度 

キ 技術支援（市町、府、商工会・商工会議所、（公

財）京都産業２１、京都府中小企業技術センター

等）   

京都府中小企業技術センター等による技術支援

を実施する。 

京都学園大学バイオ環境学部では、食料品製造

業や化学工業などからの成分分析、研究員の受け

入れなどにより産学連携による技術支援に取り組

んでいる。 

京都美術工芸大学では、産学公連携のもとで共

同研究を進めるなど、伝統産業と先端産業との交

流による技術支援を目指している。 

     

ク 地域ものづくり産業のイノベーション創出（市

町、府、商工会・商工会議所、（公財）京都産業

２１、京都学園大学、京都伝統工芸大学校等）  

地域内外における交流を促進し、人的・知的ネ

ットワークの構築・強化を図り、それぞれの強み・

技術等を融合させながら、新事業創出や研究開発

等に向けた取組みを推進する。 

     

ケ 企業間連携の促進（市町、府、商工会・商工会

議所、（公財）京都産業２１、京都学園大学、京

都伝統工芸大学校等）  

市町、商工会・商工会議所等の連携により、企

業間ネットワークの構築支援、企業間連携による

イノベーション創出等を支援する。 

     

コ 広域連携支援（商工会・商工会議所） 

商工会・商工会議所を構成員とした南丹区域商

工会・商工会議所広域連携協議会では、市町の枠

を超えた広域連携を図ることにより、事業者の創

業や経営革新の支援に取り組む。 

     

サ 農商工連携等の促進（府、（公財）京都産業 

２１、商工会・商工会議所等） 

豊富な農林産物、数多くの高等教育機関や食品

関連企業の立地等の強みを活かし農商工連携を推

進する。 

     

シ 道路交通網の整備（府等）      
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２ 集積区域として設定する区域 

（区域） 

○ 位置図・交通アクセス 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀岡市 

京丹波町 

南丹市 

綾部市 

福知山市 

京都市 

京都府市町村図 

広域図 

道路交通アクセス 

京丹波わちＩＣ 

大阪市役所 大阪国際空港 

亀岡ＩＣ 

園部ＩＣ 

丹波ＩＣ 

南丹市役所美山支所 

5分 

17分 

67分 

 38分（26.3km） 

12分（14.9km） 

（5.4km） 

 51分（32.6km） 

 21分 

 （19.3km） 

舞鶴東ＩＣ 

22分（28km） 

 （24.7km） 

（阪神高速道路） 

北浜 

関西国際空港 

京橋 

中国豊中ＩＣ 
（中国自動車道） 

（51.5km） 
44分 

86分 
（108.1km） 

（60.7km） 
51分 

（79.3km） 

（京都縦貫自動車道） 

（京都縦貫自動車道） 

（舞鶴若狭自動車道） 

小浜西ＩＣ 

（舞鶴若狭自動車道） 
20分（24.5km） 

 37分（33.8km） 

44分（53.1km） 

舞鶴港 

丹南篠山口ＩＣ 

京都南ＩＣ 

福知山ＩＣ 

（舞鶴若狭自動車道） 

（舞鶴若狭自動車道） 

神戸市役所 

（阪神高速道路） 

（東名阪自動車道） 

四日市ＩＣ 

（名神高速道路） 

81分（117.1km） 

 （31km） 
 24分 
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亀岡市（22,480ha）、南丹市（61,640ha）、京丹波町（30,309ha） 

なお、区域の設定に当たっては、地理的条件等により企業立地に適さない次の地域を集

積区域から除く。 

・京都府立自然公園条例に規定する府自然公園地域 

（府立るり渓自然公園、府立保津峡自然公園） 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護地区 

・京丹波町不伐の森条例（平成 17年京丹波町条例第 157号）で定める不伐の森 

（京丹波町八田大砂利２番地４の一部、２番地９） 

・環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落 

・日本の重要湿地 500に選定された地域（由良川源流域（芦生・知井・安掛）） 

・京都丹波高原国定公園指定地域。ただし、普通地域内の可住地及び工場適地について

は集積区域に含める。 

 

区域の設定によって、他の法令に定められた土地利用規制等に係る手続が免除、軽減さ

れるものではない。  

 

設定する区域は、平成 26年 10月１日現在における行政区画その他の区域等により表示

したものである。 

 

（集積区域の可住地面積） 

 94,735ha 

  （ha） 

市町名 全面積 可住地面積 

亀岡市 22,480 17,639 

南丹市 61,640  52,390 

京丹波町 30,309  24,706 

集積区域合計 114,429  94,735 

                                   

（各市町が集積区域に指定されている理由） 

 本集積区域は、京都の中部地域に位置する２市１町からなり、京都縦貫自動車道、国道

９号、ＪＲ山陰本線（嵯峨野線）等により、社会経済上の結びつきが強く、住民の日常生

活においても相互に連携がみられ、通勤・通学などで、日常的に住民の移動・交流が頻繁

に行われている地域である。 

 また、京阪神大都市圏、大阪湾ベイエリアの重要港湾等、大阪国際空港や関西国際空港、

日本海側拠点港（京都舞鶴港、敦賀港）へのアクセスに優れた地域であるとともに、地域

全体が自然環境に恵まれ、観光資源や豊富な農林産物を活用した事業展開も期待できるな

ど、地理的・経済的に一体性を持つことから、地域全体の産業集積の形成及び高度化を図

るのに適切である。 

以上の理由から、当該区域を集積区域として指定するものである。 
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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 

（区域） 

 該当なし。 

 

 

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 

（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域） 

 該当なし。 

 

 

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） 

ア 「アクセス」重視の京都中部ものづくり産業 

イ 京都丹波ならではの「食と健康、安心・安全ものづくり産業」 

ウ 感性価値創造産業  

エ 環境関連産業 

 

（日本標準産業分類上の業種名） 

ア 「アクセス」重視の京都中部ものづくり産業 

 09 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業（104 製氷業,105 たばこ製造業を除く。101清涼飲料 

製造業、102酒類製造業、103 茶・コーヒー製造業、106飼料・有機質肥料製造業 

を含む。） 

 11 繊維工業 

 12 木材・木製品製造業（家具を除く。） 

143 加工紙製造業 

145 紙製容器製造業 

 15 印刷・同関連業 

 16 化学工業（1624塩製造業を除く。165医薬品製造業（動物用除く）を含む。） 

 18 プラスチック製品製造業 

 21 窯業・土石製品製造業 

 23 非鉄金属製造業 

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 

 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、2973
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医療用計測器製造業を含む。） 

31 輸送用機械器具製造業（312鉄道車両・同部分品製造業、313船舶製造・修理業、 

舶用機関製造業を含む。） 

44 道路貨物運送業 

 

イ 京都丹波ならではの「食と健康、安心・安全ものづくり産業」 

01 農業（植物工場（環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を 

行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。）に 

限る。） 

09 食料品製造業 

12 木材・木製品製造業（家具を除く。） 

 165 医薬品製造業 

274 医療用機械器具・医療用品製造業（2743 医療用品製造業（動物用医療機械器具）

を含む。） 

 

ウ 感性価値創造産業 

 09 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業（104 製氷業,105 たばこ製造業を除く。101清涼飲料 

製造業、102酒類製造業、103 茶・コーヒー製造業、106飼料・有機質肥料製造業 

を含む。） 

 11 繊維工業 

 12 木材・木製品製造業（家具を除く。） 

13 家具・装備品製造業 

143 加工紙製造業 

145 紙製容器製造業 

 15 印刷・同関連業 

 21 窯業・土石製品製造業 

24 金属製品製造業 

  32 その他の製造業 

37 通信業（「3719 その他の固定電気通信業」のうち、ＩＤＣ（インターネット・デ 

ータ・センター）業を含む。） 

39  情報サービス業 

40 インターネット附随サービス業 

41 映像・音声・文字情報制作業 

  81 学校教育 

92 その他の事業サービス業（9294コールセンター業に限る。） 

 

エ 環境関連産業 

  09 食料品製造業 
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 12 木材・木製品製造業（家具を除く。） 

 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、2973 

医療用計測器製造業を含む。） 

 31 輸送用機械器具製造業（312 鉄道車両・同部分品製造業、313 船舶製造・修理業、

舶用機関製造業を含む。） 

 

（２）（１）の業種を指定した理由 

ア 「アクセス」重視の京都中部ものづくり産業 

京都中部地域には、京阪神大都市圏、大阪湾ベイエリアの重要港湾等、大阪国際空港

や関西国際空港、日本海側拠点港等とのアクセスの良さから立地されている金属製品製

造業、非鉄金属製造業、はん用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、

電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、伝統産業やその技術を活かした繊維工業、

印刷業、農林業の豊かさや水資源の良さを活かした飲料・飼料製造業等も立地している。 

また、地域資源を活用した木材・木製品製造業、窯業・土石製品製造業なども立地し、

そのうえ化学工業等の立地が進展している。このように多様なものづくり企業がバラン

ス良く存在していることで、新しい交流、連携も生まれつつある。 

さらに、これらの企業が必要とする加工紙製造業、紙製容器製造業や道路貨物運送業

などについては、関連産業として指定するものである。 

 

イ 京都丹波ならではの「食と健康、安心・安全ものづくり産業」 

京阪神大都市圏や主要な交通拠点（空港・港湾）へのアクセスが良いことや、食料品

製造業をはじめとして、既存立地企業のなかには、京都丹波ブランドを求めて立地した

企業も数多くある。 

食料品製造業は吟味した材料にこだわり、質の高い製品を製造する企業があるととも

に、健康食品等の開発・製造をする企業や、歯科材料、模型等を製造販売するトップメ

ーカーなどが立地しており、今後も健康関連産業の一層の集積を促進するものである。 

また、この地域では、みず菜、壬生菜、紫ずきん、九条ねぎなどの「ブランド京野菜」

の生産が行われているとともに、「京のブランド産品」の黒大豆、小豆及び丹波くりや

丹波まつたけなど、国内を代表する農林産物も有していることから、近年、産業分野の

拡大の一つとしての農業生産拠点の設置や、原材料生産拠点の海外から国内へのシフト

などを目的とし、水や自然の良さを活かした「植物工場」をはじめ、農業参入する企業

も増加している。 

さらに、京都学園大学バイオ環境学部では、地域の企業等と食品（機能性分析、食育、

商品開発など）、農産物（新品種開発、栽培技術、加工法など）、環境（環境再生、環

境分析、環境評価など）、学生の実践教育（インターンシップ、連携事業への参加）な

どに関して、包括的な連携協定を順次締結するなどしている。 

 今後も、豊富な農林産物を利用した農商工連携に取り組む企業や、地域農業を守り育

てる企業の農業参入を進めるとともに、豊かな森林資源などの地域資源をいかした 6次
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産業化を推進していくため、食料品製造業、木材・木製品製造業等を集積業種として指

定するものである。 

 

ウ 感性価値創造産業 

  この地域は、京都市内をはじめ他府県からも、繊維産業、陶磁器産業（窯業）等が流

入し、居住地も自然環境豊かなこの地域を求められたことから、伝統産業やその技術が

長年蓄積されてきた過程で、伝統技法に基づいて発展した新たな産業も展開しつつあ

る。 

また、都を長きにわたり支えてきた地であり、幸い大火等を免れたため、様々な文化・

芸術が栄え、伝統、技術、文化財等として残されるとともに、豊かな感性の創造性から

生み出された先端科学技術が様々な分野で存する。現在では、自然環境の豊かさやその

多様性を求めて、芸術家、工芸家がこの地に多く住まわれており、これらの刺激を受け

ながら、新たな産業展開、イノベーションの可能性が存しており、さらに整備された光

ファイバー網の情報通信基盤等をいかし、情報通信系企業やサテライトオフィス等の誘

致を進めるなど、地域の特色をいかした産業の集積を図る。 

なお、伝統と先端の融合をコンセプトとする「京都新光悦村」があり、新たな産業も

展開しつつある。また、伝統工芸の後継者を育成する京都伝統工芸大学校では、既に多

くの人材を輩出し、起業家も生まれている。 

京都美術工芸大学では、伝統工芸や文化財、伝統建築、建築デザイン、総合デザイン

分野の人材育成、産学公連携のもとでの共同研究等による技術支援を目指している。 

このような可能性と蓄積のもと、地域内外の教育機関や芸術家と連携しながら、異業

種との交流や、海外との交流など、今までの枠にとらわれない新たな展開を促進するも

のである。このため、感性価値創造を重視した産業を集積業種として指定するものであ

る。 

 

エ 環境関連産業 

持続可能な社会を形成していくためには、地球温暖化対策の推進やエネルギーの効率

的利用等が課題となっており、環境負荷を低減させる製品、技術の開発普及が求められ

ている。 

この地域の豊かな地域資源や森林資源を有効活用するとともに、農林業、食料品製造

業との連携も図り、また、部品・部材産業の集積を活かし、集積が進みつつある環境関

連産業の充実・創出を一層促進し、資源循環型産業、低炭素型産業、再生可能エネルギ

ー関連産業の集積・高度化を図るため、集積業種として指定するものである。 
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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 

指定集積業種の新規事業件数 ２５件 

指定集積業種の製造品出荷額の増加額 ２４０億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数 ８００人 

 

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 

（産業用共同施設の整備等に関する事項） 

ア 企業ニーズの把握と的確な対応（各市町、府等） 

  各機関が、企業ニーズの把握に努め、企業への的確な情報提供を行うとともに、工場

等の新設・増設を計画する企業のニーズに的確・迅速に対応できる態勢を整備する。 

トップセールスによる誘致活動を、適切に実施するものとする。 

 

イ 工業団地・工場適地等への企業立地促進等（各市町、府等） 

この地域の強みである京阪神大都市圏との近接性、豊かな自然や農林産物等を活かして、

市町及び京都府が企業誘致等に積極的に取り組んだ結果、多くの企業が立地、創業してい

る。 

南丹市にある、新たな生活文化の創造と産業の活性化を目指す新産業拠点である「京都

新光悦村」においては、現在９社が立地しているが、分譲中の用地についても、早急な立

地を推進するため、企業誘致の取組みを重点的に進めていく必要がある。 

また、亀岡市内の京都縦貫自動車道インターチェンジ近くに計画されている企業用地

等への誘致、情報通信基盤や未利用不動産等を活用した南丹市内へのサテライトオフィ

ス等の誘致、京丹波町の町有地等への企業誘致や、民間所有の空き地・未利用地の活用

等に向けて企業とのマッチング支援を行うなど、この地域の特色を活かした産業集積の

形成に向けて、市町と京都府が連携し、多様な業種・業態の企業の立地促進に向けた取

組みを実施する。 

 

ウ ものづくり産業の集積促進（各市町、府等） 

各市町では、ものづくり産業等の立地促進のため、亀岡市において「亀岡市企業立地

促進条例」等に基づく奨励金等、南丹市において「南丹市工場等誘致条例」又は「南丹

市京都新光悦村企業立地促進条例」に基づく奨励金、同市の過疎地域（日吉町、美山町

の区域）において「過疎地域における南丹市税条例の特例に関する条例」に基づく税の

優遇措置、京丹波町において「京丹波町企業立地促進条例」に基づく奨励金、「過疎地

域における京丹波町税条例の特例に関する条例」に基づく税の優遇措置をそれぞれ制度

化し、積極的な企業誘致の取組を展開しており、今後もその取組を推進していく。 

また、企業の立地用地や拡大用地の情報提供、支援等に努めることとしている。 
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さらに、京都府は、安定した雇用の促進や地域特性を活かした産業集積を一層進める

ことを目的に、「京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地

促進に関する条例」に基づく補助金、融資、税の特例措置など、企業立地の支援策を設

けており、京都丹波ブランドや産学公連携など、京都ならではの魅力と地域特性を活か

しながら、企業立地の促進のための施策を推進している。また、同条例に基づき、市町

の申し出による「ものづくり産業集積促進地域」を指定しており、ものづくり産業の集

積促進を図っている。 

特に、集積指定業種の中で、最先端の技術を活かした、また、デザイン性の高いもの

づくり産業、感性価値創造産業、農商工連携による安心・安全で付加価値の高い産業、

新しい環境関連産業が生まれつつあり、このようなものづくり産業は、今後、この地域

の成長産業として期待されることから、この地域の企業が持つ技術力、多様さ、立地条

件等の強みを活かしながら、引き続きものづくり産業の集積を促進していくこととす

る。 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

エ 教育機関による人材育成（教育機関） 

この地域に存する京都学園大学は、昭和44年に亀岡市において開学し、平成27年４月

から「京都亀岡キャンパス」と「京都太秦キャンパス（京都市）」の２拠点で、京都市

より北部の地域では唯一の総合的大学として経済経営、健康医療、人文及びバイオ環境

の４学部10学科と各大学院研究科を擁し、実践的教育（人間力の育成）を推進している。

京都亀岡キャンパスにあるバイオ環境学部においては、地元の企業や公的機関等と連携

して調査分析、研究等の取組みを推進している。 

また、京都伝統工芸大学校は、平成７年の開校以来、国内唯一の伝統工芸に関する教

育機関として、業界の第一線で活躍している技術者による高度な指導のもと、次代の伝

統的工芸品産業を担う人材を多数輩出し、起業家も生まれている。京都美術工芸大学は、

平成 24 年に開校以来、伝統と文化の継承とその創造を担い、美術工芸業界を牽引する

人材育成を目指している。 

さらに、明治国際医療大学は、鍼灸を教育する日本初の４年制大学であり、現在では

３学部、博士前期（修士）課程、博士後期課程を有しており、高度な専門知識と優れた

治療技術の教授・研究につとめ、常に病める人々を本位とした「心豊かな医療人」を育

成するための教育が行われている。 

京都医療科学大学は診療放射線技師の養成機関として日本最古の歴史を持ち、長い伝

統で培われた教育環境のもと、高い「技」と豊かな「心」を持った診療放射線技師を育

てることを目的としている。京都建築大学校は、在学中に二級建築士の資格を取得し、

一級建築士、インテリアプランナーなどを多数養成している。公立南丹看護専門学校で

は、高度な看護知識とやさしい心をもつ看護師を育てることを理念にしている。また、

府立農芸高等学校、府立須知高等学校のそれぞれの職業系の学科や府立林業大学校にお

いては、実践的な技術・知識を身に付けて第一線で活躍できる人材の育成が行われてい

る。 
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平成 27 年４月に開設された、この地域ではじめての工業系の内容を学習できる府立

南丹高等学校総合学科テクニカル工学系列においては、地元ものづくり企業と連携した

ものづくり人材の育成が進められている。 

  

オ 産学連携による人材育成と職業教育（商工会・商工会議所、教育機関、各市町、府等） 

（ア）京都学園大学では、学生の実践教育（インターンシップ、共同事業への参加）につ

いて、地域の企業等と連携して取り組み、社会人として自立し、生涯にわたって主体

的に考え、行動できる人材の育成に重点をおいている。併せて、同大学バイオ環境学

部では、産学連携によるバイオ技術、環境技術、農産物の開発・加工などの分野にお

ける人材育成にも取り組んでいる。また、地域の高等学校と高大連携包括協定を締結

し、教育プログラムの提供などを行っている。 

また、京都伝統工芸大学校は、「ものづくり」の大切さを学ぶ場として、小学校の

児童などへの工芸指導や、同校卒業生で設立されたＮＰＯ法人「京都匠塾」等による

ものづくり体験教室等を通して、考える力や創造力の育成を図っている。 

京都美術工芸大学では、地域の企業と産学共同研究や、学生のインターンシップを

進めるなど、日本の伝統美の新しい価値を創造し、世界へ発信できる人材の育成を目

指している。 

地元の高等学校では、例えば、府立農芸高等学校で、京都で唯一の単独制農業高校

としての強みを活かし、大学や専門学校、地域の企業などの外部機関と連携したキャ

リア教育を実施している。また、府立須知高等学校では、地域との連携による京丹波

の特産食材を活かした加工品開発等を進めている。 

府立南丹高等学校総合学科テクニカル工学系列では、地元ものづくり企業の協力を

得て、インターンシップを実施し、現場においてものづくりの技術や技能に触れると

ともに、社会人としてのマナー等を学ぶ機会を提供している。 

 

（イ）地元の企業は、その人材をキャリア教育や、環境学習、理科教育に派遣するなど将

来の人材育成に努めている。 

 

カ ものづくりと地域づくりを支える人材の育成・確保（府等）  

この地域においては、京阪神大都市圏への近接性、豊かな自然や農林産物等に着目し

て、食品製造業をはじめとするものづくり企業が数多く立地するとともに、新しい産業

拠点への企業立地が進むなど、この地域ならではの産業集積が形成されつつある。 

地域の持続的な発展のためには、地域一体となって、地域の経済と雇用を支えるもの

づくり産業等の振興を図るとともに、次代の地域と産業を支える人材の育成・確保に取

り組む必要がある。 

そのため、関係機関と連携してＵＩＪターンや定住促進等につながるよう、雇用促進

に向けて地元企業と求職者のマッチング機会を設けるとともに、個々人のライフスタイ

ルや価値観等に応じた柔軟な働き方が実現でき、地域での就業率が向上するよう多様な

業種・業態の企業誘致に取り組む。 
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また、企業向けの製品や部材の生産等を手掛けるものづくり企業も多く立地している

が、その事業活動が十分には知られていないという面もあるため、地域住民をはじめ多

くの方に地域産業への興味・関心を醸成するとともに、立地企業の認知度向上につなが

るよう企業説明会、工場見学等の取組みを連携して進める。 

併せて、府立南丹高等学校総合学科テクニカル工学系列と地元ものづくり企業との連

携による人材の育成に取り組むとともに、バイオサイエンス、環境、医療技術等の研究

等が進められている京都学園大学や京都美術工芸大学、明治国際医療大学、京都医療科

学大学等の数多くの特色ある高等教育機関と食品製造や健康関連、医療関連等の立地企

業との交流を促進し、人的・知的な結びつきを強化し、新分野展開や競争力強化をリー

ドするイノベーション人材の育成・確保に向けた取組みを進める。 

 

（技術支援等に関する事項） 

キ 技術支援（各市町、府、商工会・商工会議所、（公財）京都産業２１、京都府中小企

業技術センター等）   

商工会・商工会議所、（公財）京都産業２１及び京都府中小企業技術センターを中心

に、ものづくり企業等への技術相談・支援や、産学公連携による研究開発等の支援を行

い、企業の技術力向上や新製品開発等を促進する。 

  また、京都学園大学バイオ環境学部では、新種苗開発センター、食品開発センターを

開設し、食品・発酵醸造関連企業等と連携した地域活性化に向けたプロジェクトを進め

ている。 

京都美術工芸大学では、異業種への伝統的意匠の応用や理工系大学と連携した伝統技

法の解明、応用等を目指している。 

さらに、この地域の唯一の公的試験研究機関である京都府農林水産技術センターにお

いては、食料品製造業や関連産業について技術支援等を行うとともに、府立林業大学校

においては、実践的な技術・知識を身に付けるための研修等を実施し、新規の林業就業

者や高度人材の育成に努めている。 

 

（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） 

ク 地域ものづくり産業のイノベーション創出（各市町、府、商工会・商工会議所、（公

財）京都産業２１、京都学園大学、京都美術工芸大学等） 

この地域の持続的な発展のためには、多様な産業や教育機関の集積等の強みを活か

し、継続的・連鎖的なイノベーションを創出していくことが重要である。 

そのためには、地域内外における交流を促進し、人的・知的ネットワークの構築・強

化を図り、それぞれの強み・技術等を融合させながら、新事業創出や研究開発等に向け

た取組みを推進していくことが重要であり、市町、府をはじめ教育機関、産業支援機関

等が連携して、取り組んでいく必要がある。 

 

ケ 企業間連携の促進（各市町、府、商工会・商工会議所、（公財）京都産業２１、京都

学園大学、京都美術工芸大学等） 
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市町、府、商工会・商工会議所、（公財）京都産業２１、京都学園大学、京都美術工

芸大学で京都中部ものづくり産業ネットワーク会議を結成し、企業ニーズや地域資源を

活用し、企業間連携を図ることとしている。 

 

コ 広域連携支援（商工会・商工会議所） 

  各商工会・商工会議所を構成員とした広域連携協議会を構成し、市町の枠を超えた広

域連携を図り、一体的に事業者の創業や経営革新に取り組んでいる。 

 

サ 農商工連携等の促進（府、（公財）京都産業２１、商工会・商工会議所等） 

この地域は、米、野菜及び畜産等の府内有数の産地となっている。京都丹波ブランド

や大消費地へのアクセスの優位性、農業・食・健康に関する高等教育機関や食品関連企

業が数多く立地する等の強みを活かし農商工連携を推進する。 

 

シ 道路交通網の整備（府等） 

  この地域を縦断する京都縦貫自動車道については、平成 25 年度の京都第二外環状道

路の完成により名神高速道路と接続し、平成 27 年度の京丹波わちＩＣと丹波ＩＣ間の

開通により全線が開通した。  

縦軸の交通網は充実しつつあり、横軸となる国道 372 号や国道 423 号、国道 477 号

等についても整備が進められている。これらの路線の整備により、京阪神大都市圏を

はじめ大阪湾臨海地域等との連携が強化され、全国とつながるネットワークが更に充

実することが期待されている。 

なお、大阪湾臨海地域開発整備法に基づき関係各省の承認を得ている「京都府関連

整備地域整備計画」には、「阪神地域との連携を強化する新たな連絡道路についてそ

の必要性の検討」が明記されている。 

 

 

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 

（１）環境保全への配慮 

京都府においては、環境への負荷の少ない持続的発展可能な社会の構築のため、「京

都府環境を守り育てる条例」や「京都府地球温暖化対策条例」を制定するとともに、「京

都府新環境基本計画」を策定し、環境保全や温室効果ガスの排出削減に向けた取組を、

市町村、府民、事業者等の参加・協働のもとに進めている。 

  各市町においては、自然豊かな地域であることから、環境保全や良好な景観形成に 

ついて、それぞれ基本施策として位置付け取り組んでいる。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

府では、「京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例」を制定し、市町村、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運動を推進してい

る。また、各市町においても、いわゆる「生活安全条例」を制定し、地域における防犯
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活動等の推進に努めている。 

これらの条例の趣旨を踏まえ、事故・犯罪の防止や、地域の安心・安全を守るため、

個別の立地が多いこの地域の状況に応じて、府、市町、事業者などがそれぞれの役割に

おいて、次の取組などについても、各警察署等と連携しながら努めるものとする。 

・防犯設備の整備 

工場等付近で地域住民が犯罪被害に遭うことを防止するため、防犯カメラ、照明

等の設置を行う。 

・防犯に配慮した施設の整備・管理 

「道路、公園、駐車場等の安全の確保に関する指針」（京都府策定）等に基づき、

道路、公園、駐車場、工場等における植栽の適切な配置及び剪定により、見通しを

確保するなどの防犯性の高い環境を整備するほか、夜間において公共空間や空地が

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 

従業員に対して法令の遵守や犯罪被害の防止について指導する。また、従業員に

来日外国人等の雇用がある場合は、当該外国人に対し日本の法制度について指導す

る。 

・地域における防犯活動への協力 

地域住民等が行う防犯ボランティア活動等に参加するほか、これに対し必要な物

品、場所等を提供するなどの協力を行う。 

・不法就労の防止 

来日外国人等を雇用しようとする際には、在留カード等により、当該外国人の就

労資格の有無を確認するなど必要な措置をとる。 

・地域住民との協働 

産業集積の形成又は産業集積の活性化のための措置を実施するにあたっては、地

域住民の意見を十分に聴取する。 

・交通安全対策 

地域の交通の安全と円滑化を図るため、駐車需要を充足する施設を建設し、周辺

の道路整備等に当たっては、計画の初期段階から警察等関係機関との十分な調整を

図り、安全な道路交通環境を整備する。 

また、日頃から従業員の交通安全教育及び安全運転管理を徹底し、交通事故防止

を図る。 

・防犯に配慮した住宅の整備 

従業員用の共同住宅を整備する場合は、「共同住宅における犯罪の防止に関する

指針」（京都府策定）に基づき、防犯に配慮するものとする。 

・職域防犯対策の推進 

防犯団体を結成し、警察からの助言や企業間の情報交換等を通じて、職域全体の

防犯意識の高揚や防犯技能の向上を図りながら自主的な活動を進める。 

・警察への連絡体制整備等 

犯罪又は事故の発生時における警察への連絡体制を整備する。また、犯罪及び事
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故の防止並びに地域の安全と平穏の確保のため、警察活動に協力する。 

 

 

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 

  特になし。 

 

 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から平成 32 年度末日までとする。 

 


