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あなたは何にチャレンジしますか？



京都　
鴨川沿い

集まるの久しぶりだねー　
２人とも就職活動の
時期だよね　
どう？ 進んでる？

舞
まい

　社会人

そろそろ真面目に
将来を考えないとな　
京都でしたい事はあるけど
現実的にできるかなあと
思うと…

私も、就きたい仕事は
あるけど、いつかは結婚
して子どももほしいし
仕事と育児の両立を考える
と不安に思ってて…

育
いく

美
み

　大学３年生共
とも

弘
ひろ

　大学３年生

自分なりの夢や生き方の実現も
それができる環境あっての話だよな

“日本一住みやすいまちはどこ？”
ってテレビでやってたね

京都府はどうなんだろうね？

ご説明しましょう

え、誰⁉

ジョギングしてたら
みなさんの疑問が
聞こえてきたので
つい声をかけて
しまいました

知事の西脇です
一人ひとりの夢や希望が全ての地域で
実現できる京都府をめざし
「京都府総合計画」をつくりました

おおむね、20年後に実現したい将来像も
示しており、未来の京都府づくりに向けて
ぜひともみなさんのような若い方々にも
知ってもらいたいと思っています

京都府知事　西
にし

脇
わき

隆
たか

俊
とし

え
ー
っ

知
事
さ
ん
⁉
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ョ
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ン
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さ
れ
る
ん
だ
…

そういえば
プロローグ
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次ページから
『府民協働で取り組む

きょうとチャレンジ』
を紹介します

府民協働で取り組む
きょうとチャレンジ エリア構想

分野別基本施策

● 子育て環境日本一
● 府民躍動
● 文化創造
● 新産業創造・成長

● 災害・犯罪等からの
　 安心・安全

● 北部グローカル構想
● 京都スタジアムを中核とする
　 スポーツ＆ウェルネス構想
● 北山「文化と憩い」の交流構想
● 新名神を活かす
　 「高次人流・物流」構想
● スマートけいはんな
　 広域連携構想

1.  希望あふれる 子育て 
2.  夢を実現する 教育 
3.  安心できる 健康・医療 と人生100 年時代
4.  安心できる 介護・福祉 の実現
5.  人権 が尊重される社会
6.  男性も女性も 誰もが活躍 できる社会
7.  障害者 が暮らしやすい社会
8. 留学生・外国人 が生き生きと暮らせる社会
9.  コミュニティ が大切にされる社会
10. 誰もが親しみ夢が広がる スポーツ 

11. 文化力 による未来づくり
12. 産業 の創出・成長・発展と継承
13. 魅力ある 観光 
14.  雇用 の安定・確保と人材育成
15. 農林水産業 の成長産業化
16. しなやかで 災害 に強い地域
17.  犯罪や事故 のない暮らし
18. 脱炭素社会 へのチャレンジ
19. 成長・交流・情報・ 暮らしの基盤 づくり
20. もうひとつの京都の推進と 地域連携 

人とコミュニティを大切にする共生の京都府
子育てに優しい社会は、全ての世代にとっても暮らしやすい社会です。一人ひとりの尊厳
と人権が尊重され、男性も女性も、子どもも高齢者も障害者も、外国人も、全ての人が
地域で「守られている」「包み込まれている」と感じ、誰もが持つ能力を発揮し、参画す
ることのできる社会づくりをめざします。

文化の力で新たな価値を創造する京都府
地域の文化を継承・発展させ、京都府に住む人、学び働く人、訪れる人など全ての人を惹
きつけ、さらには、文化、観光、食、伝統産業から先端産業まであらゆる分野と融合し、
京都流の新たな価値を創造し、発信し続ける社会づくりをめざします。

豊かな産業を守り創造する京都府
大学や多様な企業、研究機関の集積を生かし、高度人材の確保、あらゆる産業分野の融
合、ビッグデータの活用、さらには、AI・IoT分野の新たな技術開発やその活用で、イノ
ベーションを起こし、キラリと光り輝く企業が府内のあらゆる地域に立地している社会づ
くりをめざします。

環境にやさしく安心・安全な京都府
頻発する自然災害の要因ともいわれる気候変動に適応し、「脱炭素」で環境にやさしい社
会を実現するとともに、ハード・ソフトの両面から、災害だけでなく、犯罪等からの安心・
安全、そして全ての地域が地域資源を生かした豊かさを実感できる地域づくりをめざします。

将来像

概ね20年後の令和22年（2040年）を展望し、実現したい将来像を示したもの。

府民の皆さまや地域・企業等と連携し、横断的に取り組む「府民協働で取り組むきょうとチャ
レンジ」、地域に着目した「エリア構想」、全体を分野別に体系化した「分野別基本施策」等
について、概ね４年間の取り組みを示したもの。

山城・南丹・中丹・丹後の各地域の資源や特性
を生かした地域振興策を示したもの。

京都府
総合計画って

なあに？

将来構想

基本計画

地域振興計画

1

2

3

4

概ね４年間の取組

概ね４年間の取組

概ね 20 年後の展望

チ
ャ
レ
ン
ジ

P6~21

〜 一人ひとりの夢や希望が全ての地域で
実現できる京都府をめざして 〜

京都府総合計画
（京都夢実現プラン）

P22

P23
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「子育て環境日本一」きょうとチャレンジ

お聞きしたいことが
あるんですけど
いいですか？

はい

私、今、就活中なのですが
将来的には結婚して子育ても
しながら、自分のキャリア形成
の面でも仕事は続けたいと
思うんです

でも、ちゃんと子どもを育てながら
どれだけ働けるかとか、仕事と育児の
両立が難しくて仕事を辞めなきゃ
いけないんじゃないかとか、不安で…

子育てに理解の深い会社
だといいけどね

ほんと！

京都府では、何か子育てへの
サポートはありますか？

もちろんです！

たしかに !!

社
内
託
児
所

京都府は
「子育て環境日本一」を
めざしています

例えば、企業における短時間勤務、
時間単位の有休取得制度の導入など子育てに
やさしい「職場づくり行動宣言」の
取組を進め、子育て世代が働きやすい
環境づくりを進めていきます

それは助かります !!
安心して子育てできる
職場環境があると、仕事に
集中できるしやりがいも
感じられると思います

私の職場でも子育てしながらバリバリ
働いている人がいるけど、職場の勤務
形態も柔軟に対応してくれる制度が
あってとても助かるって言ってたわ

その他の取組についても
企業だけでなく、地域・府民
のみなさんといっしょになって
「子育て環境日本一」
きょうとチャレンジに
取り組んでいきます

1 西脇知事
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●まちなかで子育て世代を「邪魔・迷惑扱い」しない 
「やさしい社会」づくり

●子育てに自然と手を差し伸べる雰囲気づくり
●子育て中の若い世帯を孤立させない地域づくり
●地域コミュニティ形成による子ども・親の交流促進
●子育て支援を行う団体の活動への参画
●子育ての悩みを気軽に身近で相談できる地域づ

くり

●男性も女性も育休が取りやすい雰囲気と
環境づくり

●経営者・社員の意識改革
●時間休制度の創設や子育てに関する福利

厚生の充実
●新卒離職者に再チャレンジの機会として新

卒同様に採用
●若い社員が孤立しないよう他社との同期

連携など柔軟なグループ形成

生き生きと暮らせる環境といえば
どんな人も、生きがいを持って
暮らせることが大切ですよね

そのとおりです

僕のバイト先に、車いすが必要な
先輩がいて、困った時はいつも
助けてくれるすごく頼もしい人
なんですが

実は車いすテニスの日本代表
だったんですよ !!

どんな人でも長所や特技を生かせる
社会は、僕たちにとっても良い社会
だと思うんです その辺りについて

総合計画ではどのように
考えられているのですか？

そうですね　
計画では誰もが生きがいを
感じることができる社会づくりに
取り組んでいきます

ええ

「府民躍動」きょうとチャレンジ2子育て環境日本一
きょうとチャレンジ  1

府民・地域 企業・経営者

府民・地域・企業等と共に取組を進めたい事項

■子育て環境「共同声明」の発信
■地域子育て充実度見える化システム
■子育て環境日本一に向けた「職場づくり行動」

運動
■企業の意識改革 ｢ワークチェンジ塾｣
■若者向け「ライフデザインカレッジ」
■京都経済センターのテレビ会議システムによ

る「子育て支援セミナー」等の開催
■「きょうと婚活応援センター」に府内の婚活

情報を集約しSNS で情報提供

■新卒離職「3 年の壁・再チャレンジプロジェクト」
■地域の働く場創出 ･ 育成プロジェクト
■「子育てにやさしい職場環境づくりサービス」提供モデル創出支援
■ホップ・ステップ・ジャンプ型就業プロジェクト
■京都ジョブ博の開催等による企業とのマッチングサポート
■奨学金返済支援制度の普及促進

■周産期医療体制の強化
■保育所・放課後児童クラブの整備
■府営住宅の子育て世代向け改修
■「コレクティブハウス」の支援
■児童虐待の未然防止・対応力強化
■不妊治療総合支援システム
■保育に係る費用の負担軽減
■「子育て支援団体」の認証
■「赤ちゃん応援隊」の活動支援

子育てにやさしい風土づくり

安心して子育てできる雇用環境等の創出

子育てしやすい地域･まちづくり
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■京都式農福連携・６次産業化プロジェクト
■ＩＣＴ等を活用した就業支援の仕組みづくり
■文化芸術・スポーツ分野の活動・交流の場づ

くり

■産学公連携海外人材活躍ネットワーク
■府内企業に就職した留学生ＯＢとの交流会な

ど、マッチングの促進
■日本語教室の充実など地域の受入環境の整

備、多言語生活相談体制の整備

●自らの能力を発揮できるキャリアデザインを描く
●元気に歳を重ねることができるよう、自らの健

康のチェック
●まちに出かけ、ウォーキングなど健康づくりへ

の取組、様々なスポーツへのチャレンジ
●企業での実践型実習や、農業分野での就労へ

のチャレンジ
●ＩＣＴ等を活用した在宅就業などへのチャレンジ
●文化芸術やスポーツ分野での活動・交流への参加

●希望に応じた生き方・働き方を通した、地域で
の活躍の場の発見

●育休取得やワークシェアなど、働きやすい職場
環境づくり

● ｢留学先・学びのまち｣ 京都での夢の実現
●京都での新たな文化・産業・技術の創出
●外国人も日本人も、共に互いの文化を理解し尊

重し合える地域社会づくり

障害者の躍動 留学生･外国人の躍動

障害のある方々が農業の分野で
活躍できる事業やICT*を活用して
自宅でも仕事ができる仕組みづくりのほか

芸術や、スポーツを通じて
生きがいを感じてもらえる
場づくりにも取り組みます

*ICT…パソコンやインターネットでの情報
通信技術

誰もが自分の能力を生かして
生き生きと暮らせるのが

一番ですよね

僕の祖父も75歳になったけど
とっても元気だよ

そうですね、特にこれからは
人生100年時代と
言われています

高齢者が様々な分野で活躍できるよう
「生涯現役クリエイティブセンター（仮称）」
の設置など、年齢や性別、国籍を問わず、
府民の誰もが生きがいを感じられる社会づくり
に向けて「府民躍動」きょうとチャレンジに
取り組んでいきます

府 民 躍 動
きょうとチャレンジ  2

例えば

府民と共に取組を進めたい事項

■生涯現役クリエイティブセンター(仮称 )

■地域別健康課題克服プロジェクト
■歩きたくなる健康まちづくりプロジェクト
■京都ＳＫＹシニア大学の北部サテライト設置
■高齢者スポーツの裾野拡大

■女性活躍応援塾 (仮称 )

■女性アントレプレナーサポートチームによる起業支援
■マザーズジョブカフェにおける多様な研修プログラムの実施
■女子中高生の理系進路選択を支援
■男性の家事・育児への参画を進める、企業における育休取得率向上等の推進
■性の多様性に対する啓発推進・相談体制の確保

■スポーツのメッカづくりプロジェクト
■トップアスリートマルチサポートシステム
■京のこどもダイヤモンドプロジェクト
■異文化交流グローバル人材育成プログラム
■大学生地域活動マッチングプロジェクト
■「脱ひきこもり早期支援特別チーム」による

寄り添い支援

高齢者の躍動

女性等の躍動

若者等の躍動
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そういえば、この間の夏休み
に地元に帰省して、地域の
お祭りに参加しました

地元の友達や親戚と一緒に
お祭りでおみこしをかついで
すごく元気をもらいました

そうした地域の文化や
コミュニティには人々を
元気にする力があります

いつまでも活気のあふれた
ふるさとであってもらいたいから
地域のお祭りはずっと続くといいな

でも、地域のお祭りを続けるには
人手が必要だからなぁ

人口そのものが減っていくから
対策を考えていかないと
消滅してしまうんじゃない？

そこで大学生などの若い世代や外部の方々に
地域の祭りや伝統文化を支えてもらう
「地域文化継承プロジェクト」を立ち上げ
地域のお祭りなどが続けられる仕組みを
作ろうと考えています

例：和紙の紙すき

私、お祭り
大好きだから
参加したいです

ありがとう
ございます

また、地域文化だけでなく、京都には
文化庁も移転してきますし、文化財の
「保存」と「活用」の好循環を生み出す
「文化財保存・活用促進プロジェクト」
も進めます

文化の継承や文化財の保存など
様々なことに力を入れているんですね

※文化財など

そうですね　地域文化や文化財を
大切にしながら、新しい文化が
生まれ続け、地域に活力を生み出す
社会づくりに向けて
「文化創造」きょうとチャレンジ
に取り組んでいきます

みなさんのような若い方々が
どんどん地域に入って起爆剤に
なってくれると嬉しいですね

そうなんです おもしろうそう！

「文化創造」きょうとチャレンジ3

そうですね
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■ミュージックキャンプ･府民総合奏
■障害者アート創造・発信プロジェクト
■先端科学・産業技術研究者と文化芸術関係

者との知的創造のための交流の場の創出
■クロスメディア産業育成のため、クリエイタ 

ーや研究者が交流できる環境の整備
■地域アートマネージャーによる文化を活用し

た地域活性化
■伝統芸能や美術工芸など多分野の文化芸術

団体のネットワーク化

■堀川アート＆クラフトセンター ( 仮称 )

■北山エリア ｢シアターコンプレックス｣
■京の文化継承・価値創造推進校
■世界で活躍できる京都アーティストの育成
■府立大学と連携した和食文化人材育成
■文化芸術専門人材の確保と持続的な事業推

進のための体制整備

■京都国際アートフェア
■地域文化次世代情報発信・体験拠点
■もうひとつの京都など文化資源を生かした地

域振興
■文化芸術作品の製作、発表から海外市場も

含めた販売まで京都で一貫して行うことがで
きる一連のサイクルの創出

新たな文化創造

人材育成・活動拠点整備

観光・産業との融合

■文化財保存・活用促進プロジェクト
■地域文化継承プロジェクト
■史跡を巡るツアーの実施や、国宝等の文化

財建造物修理現場の公開
■「暫定登録文化財」制度等、文化財の適切

な保存によるまちづくりへの活用

文化の保存･継承･活用

実は私、いつか独立して
起業することをめざして
いるんです

それはぜひとも挑戦して
いただきたいですね！

京都は国内外からの
観光客が多いですし
新しいビジネスコンテンツは
“観光”をキーワードに考えようかと

へえ～、
そうなんだ

ただ、起業するにはどんな準備をすれば良いのか
よく分からないし、お金の問題だけじゃなく
製品化や、販路拡大とか、心配ごとが多くて…　
何かサポートしてくれる仕組みがあれば…

任せて
ください !!

「新産業創造・成長」きょうとチャレンジ4

●地域に受け継がれてきた祭り
や伝統芸能の保全と、次世
代への継承

●誇るべき文化財や自然環境な
どが世界遺産や日本遺産に
登 録されるための、草の根
の取組

府民・地域

●和食や文化芸術に携わる人材
の育成とバックアップ

●美術品や関連の商品・サービ
スなど「アート産業」の振興
や、他分野との連携

●芸術と融合した新しい商品・
サービスの創出

企業・大学

●創作活動と技術の継承
●世界のアート関係者との交流

やネットワークづくり
●文化芸術の保全と国内外へ

の発信
●文化芸術の裾野拡大に向け

た多様な体験の機会提供

文化・芸術関係者

文 化 創 造
きょうとチャレンジ  3

府民・地域や企業・大学、文化・芸術関係者等と共に取組を進めたい事項
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■起業するなら京都・プロジェクト
■京都経済センターなど産業拠点の

ネットワーク化
■コンテンツ産業の育成と、観光な

ど多様な分野とのコラボレーショ
ンによる新ビジネスの創出

■「農業ベンチャー・インキュベー
ションファーム」の開設

■京都ＶＲ・ＡＲ拠点
■シェアリングエコノミー促進プロジェクト
■ミニＭＩＣＥ誘致促進プロジェクト
■環境イノベーション創出プロジェクト
■ビッグデータ活用・京都観光交流圏周遊プロジェクト
■「 京 都 海 外ビジネスセンター」 を 設 立し、｢Made in 

Kyoto｣ をコンセプトとしたブランドの構築
■「NEO KOUGEI」の展示・紹介及び商談機会の創出等

を行う ｢TANGO OPEN CENTER(仮称 )」の整備
■ 世 界 博 物 館 会 議 (ICOM) 京 都 大 会 を 契 機 とし た 
「KYOTO KOUGEI WEEK」の開催

■海外需要拡大に向けた「宇治茶プレミアムブランド戦略」の推進■オール京都 ｢高度人材育成プログ
ラム｣

■産学連携型学習 「京都 『結
ゆい

』コン
ソーシアム」（仮称）

■ビッグデータ活用・京都観光交流
圏周遊プロジェクト（再掲）

■中小企業の事業承継支援
■農業・林業大学校におけるＡＩ、

ロボット技 術 等を活 用したカリ
キュラムの開設

■ MaaS・α促進プロジェクト
■スマートアグリ・イノベーションセンター（仮称）

■ビッグデータ活用・京都観光交流圏周遊プロジェクト（再掲）

■大学やＡＩベンチャー企業と連携した小規模事業者の
ＡＩ・ＩｏＴ活用支援

■ロボット技術の研究開発 （けいはんなロボット技術センター） 

● 異 業 種 交 流、産 学 公 連 携 等を 通じた
商品開発や人づくり

●後継者不足などにより事業継続が困難と
なる前の早めの準備による事業承継

●農商工連携や６次産業化への取組
●ＤＭＯと連 携した観 光マーケティング

や、地域資源を生かした商品づくりなど、
広域観光の取組

●農家民宿の活用等地域資源を活用した多様なＭＩＣＥに
おける地域のおもてなし

●多様な主体(行政と結びつける中間組織など)と連携し
た、環境・経済・社会の好循環への積極的な取組

●スマートシティ、スマート農山漁村づくりと連携した、次
世代型地域づくり

●京都発ベンチャーなどが生み出す新たな商品やサービス
の積極的な利活用

新産業創造・成長

府民・地域企業・農家

スタートアップ支援 成長支援・海外展開

承継・人材育成

A I･IoT等の活用促進

そんな方々をサポートするため
「起業するなら京都・プロジェクト」
を創設します

これは、ビジネスのアイデアを実現させる
ため、相談や発表の機会の設定、
資金調達や起業後までを
トータルサポートする仕組みです

それはたのもしいですね !!　
起業する時だけじゃなく
そのあとも支えてくれる
ってことですよね？

観光の分野でも、これからは
AI・IoTなど最先端の情報技術を
取り入れたビジネスモデルが
求められると思います

AI…人工知能　
インターネット等で顧
客情 報収 集などに活
用されている

そうです！

IoT…Internet of Things
モノのインターネット　
あらゆる端末とネットがつながり情
報だけでなくモノのやりとり等がな
されることを指す総括的な言葉

企業のスタートアップから成長・継承まで
最適な事業環境の創造を進める
「新産業創造・成長」きょうとチャレンジ
に取り組んでいきますので
ぜひチャレンジしてください！

きょうとチャレンジ  4

企業・農家、府民・地域等と共に取組を進めたい事項
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西脇知事

はい

安心・安全の分野に
ついてもお聞きしたい
のですが…

この前、大雨が降って
住んでいる地域に
避難勧告が出たので
避難所に行きましたが
ほとんど誰もいませんでした

地域全体が
対象になってたから
もっと避難者が
いるはずなのに…

あの時は
僕も避難しなかったんだよね…　
いつ避難したらいいのか分からなくて
とりあえず家にいる方が
いいのかなって…

でも一人暮らしだと
隣近所とのお付き合いも
少ないと思うし、自分が被災
したらと思うと怖いよね

この前、ボランティアで
被災地の支援に行ったけど
つくづく災害の怖さを実感したわ

住んでる地域も
いつ災害に見舞われるか
分からない…

このごろは自然災害も多いですからね
防災にはハード面の整備とソフト対策と
して、みなさんの防災意識を向上させる
ことが大切です

これから京都府では
逃げ遅れをゼロにする
取組を進めていきます地域の声かけとか

大事ですよねえ

そうですね　
それに、最新のテクノロジー
の導入も考えているんですよ

「災害・犯罪等からの安心・安全」
も重要なテーマですからね

例えば、河川の氾濫にはAIを活用した
「氾濫早期予測システム」を開発して
早めの情報発信を分かりやすく確実に届けます　
また、「犯罪防御システム」による
犯罪抑止対策も進めていきます

おおーっ！

そうなん
ですか？

他にも、災害や犯罪等から府民の
命と財産を守るため、ハード・ソフト

一体となった最先端の危機管理・
安心安全体制の構築に向けて

「災害・犯罪等からの安心・安全」
きょうとチャレンジに

取り組んでいきます !!

「災害・犯罪等などからの安心・安全」きょうとチャレンジ5
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■危機管理センター設置等、防災対応力強化
■逃げ遅れゼロ・プロジェクト
■ＡＩ活用「氾濫早期予測システム」
■ＤＭＡＴ( 災害派遣医療チーム)、ＤＷＡＴ( 災

害派遣福祉チーム)ほか専門チームの養成
■災害拠点病院における災害医療体制の強化
■府管理全河川の想定し得る最大規模の降雨

に対応した浸水想定区域図の公表

■ＡＩ活用等 ｢犯罪防御システム｣
■ＡＩ等の最新技術の活用による特殊詐欺等

に対する防御力の強化
■高度化・巧妙化するサイバー犯罪やサイバー

攻撃への的確な対処
■国際化や訪日外国人急増に伴う事件・事故､

遺失拾得等の対応強化

■子どもの交通安全「安心空間」確保プロジェクト
■ GIS 活用・交通事故防止対策
■地域の実情に応じた高齢運転者の交通事故

防止対策の推進
■交通事故防止、交通事故被害者軽減に資する交通指導
■自転車運転に係る交通安全教室の実施や交

通ルール遵守の呼びかけ

■防災基盤の整備
■「京都府豊かな森を育てる府民税」を活用し

た山地災害の未然防止
■市街地で頻発する内水被害軽減 （市町村雨

水対策支援）

●大規模広域災害時における企業の BCP （事業
継続計画）の策定

●若手・女性など消防団への加入、ふるさとレス
キューや大学生消防防災サークルへの参加

●住民による地域の災害リスクの把握や水害等
避難行動タイムラインの作成

●府民協働防犯ステーションを核とした防犯ボラ
ンティア活動への参加

●思いやりのある運転の心がけ
●交通安全ボランティア活動への参加
●運転に不安を感じた場合等の、運転免許の返

納の検討
●高齢者の方々の歩行の安全等に資する反射材

用品等の着用推進

災害 ･ 犯罪等からの
安心 ･ 安全

防犯・交通安全

防犯・交通安全

防　災

防　災

府民・地域

府民・地域

企業

防災体制・情報共有

防災基盤づくり

地域防犯力の向上

交通安全対策

子育て環境日本一

20年後の京都府に向けた
きょうとチャレンジで積極的な
取組が実施されるんですね！

自分たちが将来
活用できそうな制度も
いっぱいあったしね 府民躍動

文化創造
新産業創造

・成長
災害・犯罪等からの

安心・安全

災害・
避難

防犯

起業

それに制度の活用だけじゃなく
僕たちも20年後を意識して
取り組んでいく必要があるね

新しい時代の京都を　
共に築いていきましょう

皆さんに知って
もらうだけでなく
未来の京都に向けて
一緒に進めていきたい
取組もありますので
ぜひお願いしますね！

はい！
未来の京都

そうだね　

きょうとチャレンジ  5
おわりに

企業・府民・地域等と共に取組を進めたい事項
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山城・南丹・中丹・丹後の各地域の資源や特性を生かした地域振興策を示したもの。

地域振興計画

丹後地域振興計画

南丹地域振興計画

中丹地域振興計画

安心して「元気」に住み続ける
ことができ、希望が持て
夢が実現できる丹後地域

来てよし・観てよし・住んでよし。
交流人口・関係人口1,000万人超
の賑わいと活気のある京都丹波

心つながる田舎の魅力と都市機
能の両方を享受し、海・里山・
まちを舞台に求める暮らしが
実現できる地域を

● 京都丹波の地域資源を生かした交流・活
力のまちづくり

● 人権が尊重され、希望を持って元気に暮
らせる地域づくり

● 明日の京都丹波産業を担う人づくり
● オール京都丹波による移住・定住プロジェ

クトの推進
● 交流と安心・安全の基盤づくり

● 新名神の全線開通を見据え、それぞれの
エリア特性に応じた地域づくりの推進

● 暮らしを支え、災害に強い持続可能な安
心・安全の基盤づくり

● 子育てや長寿の安心を確保し、人権が
　  尊重され、誰もが生き生きと暮らせる
     共生社会の実現
● やましろ産業を地域の未来を
     支える柱へとパワーアップ

概ね 20 年後に実現したい将来像

概ね 20 年後に実現したい将来像

概ね 20 年後に実現したい将来像

個性豊かなそれぞれのエリアが魅力
を輝かせ、つながり、更に発展する
山城地域

概ね 20 年後に実現したい将来像

概ね 4 年間の対応方向

概ね 4 年間の対応方向

概ね 4 年間の対応方向

概ね 4 年間の対応方向

主なハード整備を中心に、整備施設の特徴・効果を生かすソフト施策を推進し、
地域振興計画等との連動により、地域の個性ある魅力づくりや更なる成長・発展
につなげる５つの構想を示しています。

エリア構想

北部グローカル構想

京都スタジアムを中核とする
スポーツ＆ウェルネス構想

北山「文化と憩い」の交流構想

新名神を活かす「高次人流・物流」構想

スマートけいはんな広域連携構想

● 京都舞鶴港の整備促進
● 丹後織物の拠点「TANGO OPEN CENTER（仮称）」整備
● ヘリ＆クルーズ等観光の推進
● 「大学×ものづくり」によるイノベーション　など

● シアターコンプレックス構想
● アリーナの整備検討
● 京都府立植物園 100 周年未来構想
● 文化庁との連携による地域文化の振興　など

● アウトレットモールの誘致
● 次世代型物流拠点の誘致
● 宇治木津線（国道 24 号城陽井手木津川バイパス）整備促進
● JR 奈良線高速化・複線化第二期整備促進
● 西山天王山駅ターミナル機能強化　など

● AI や IoT、ロボット技術を活用した新交通システムの構築
● クローン文化財の展示・作製拠点の整備
● 相楽東部地区へのサテライトオフィスなどの立地促進　など

● VR、AR等の技術を用いたスポーツ環境、観戦環境の提供
● トップアスリートの育成とスポーツのメッカづくり
● オーベルジュ、農家民宿など体験型周遊観光等の推進
● 医療産業等と連携した京野菜等を活用した商品・サービスの開発　など

1

2
3

4
5

地域の更なる成長・
発展につなげます 

● 災害に強く安心して元気に
　「住み続けることができる
　安心・安全な地域づくり」
● 観光産業の振興を入口に地域
　産業全体の更なる発展に取り
　組む「稼ぐ力の強化による
　産業振興」
● 一人ひとりがそれぞれの力を発揮
　しながら稼ぐ力の源泉となる
　「地域を支える人材の確保・育成」

● 「育・職・住」が充実し
若者が定着したくなる持
続可能な地域づくり

● 「もうひとつの京都」の
　推進による交流の拡大と
　 関係人口の創出
● 国土強靭化の推進によ
　 る災害に強い地域づくり

1

2

3

4

5

※京都市域関連方策も別途揚げています。
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お問合せ先

京都府政策企画部計画推進課
〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

TEL : 075-414-4351  FAX : 075-414-4389   
MAIL : keikaku@pref.kyoto.lg.jp

ホームページ : http://www.pref.kyoto.jp/shinsougoukeikaku/index.html

京都府広報監
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