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          地域特性をいかした施策の展開地域特性をいかした施策の展開
①乙訓地域（向日市・長岡京市・大山崎町）

地域特性
京都盆地の南西部に位置する乙訓地域は、向日市、長岡京市と大山崎町からなり、西部一帯に広がる
西山は、東に向けてなだらかな傾斜で山城盆地に連なり、中央部は平坦で緑豊かな田園や住宅地、工業
地帯を形成し、東南部は桂川が流れ、大山崎町で宇治川・木津川と合流して淀川となり、その一帯は淀
川三川合流域を形成しています。乙訓地域の面積は約 33km2 で山城地域の面積の約 6％ですが、人口は
約 15 万人で山城地域の人口の約 21％を占めています。

乙訓地域は、地勢的にも古代から政治と深い関わりを
持ち、古事記や日本書紀には「オトクニ（弟国）」という
地名の由来が記されています。桓武天皇により西暦 784
年から 794 年に平安京に遷るまでの 10 年間は「長岡京」
が置かれ、「大極殿」「朝堂院」跡等の史跡が数多く保存
されています。また、古くから西日本と都を結ぶ西国街
道を中心に、人、もの、情報の交流が盛んで、数多くの
歴史的人物が往来した地でもあります。
戦国時代に羽柴秀吉と明智光秀が戦った「天下分け目
の天王山」は、今も広く人々に親しまれています。

現在は、京都市と大阪府に隣接する地域として都市化が進む中、オーケストラ、吹奏楽、クラシック
バレエ、日本舞踊、剪画など多様な文化活動が熱心に行われるとともに、人と人とのつながりを深め、
地域の誇りと伝統を継承する活動も盛んに行われています。企業の社会貢献活動として取り組まれる京
都モデルフォレスト運動は、他の地域に先駆けて実施されるとともに、ふるさとガイドや河川美化活動
など、住民主体の市民活動も積極的に展開されています。

【 交　通 】
主要な道路として、国道 171 号が京都市南区から向日市、長岡京市、大山崎町を南北に通過し、大阪
に至っています。
また、京都第二外環状道路（にそと）が平成 25 年 4 月に
全線開通し、市街地での交通渋滞が大幅に緩和されるとと
もに、名神高速道路との接続により、全国の高速道路網と京
都府北部地域までがつながり、府北中部や府域外との交通
の利便性が飛躍的に高まりました。

鉄道については、京都と大阪をつなぐ交通の要衝の地と
なっており、東海道新幹線、JR 東海道本線、阪急京都線、
名神高速道路など基幹的交通施設が集中しています。

また、京都第二外環状道路（にそと）と直結した阪急西山

長岡京跡朝堂院公園

京都第二外環状道路（にそと）と
阪急西山天王山駅
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天王山駅が開業し、パークアンドライドによる新たな交通手法や高速バスの利用が可能となるととも
に、新たなバス路線の開設など、交通結節機能が強化されています。

【 産　業 】
東部地域には先端的な電機・精密機械系の企業の
ほか、輸送機械や酒類等の工場や物流関連施設等が
立地しており、地域経済の発展に寄与しています。
また、天王山等の歴史の舞台や光明寺をはじめと
する歴史的史跡・名勝が数多く存在し、自然豊かな
地域で、「竹の径

みち

」等を活用した観光振興による地
域活性化が進められています。

農林業については、都市近郊の有利性をいかした
特産のナス、花菜、懸

けん

崖
がい

菊
ぎく

、バラ等の園芸作物生産
が盛んに行われており、西山地域においては、古くから、全国的にも有名な品質の高いタケノコや白竹
などの京銘竹が生産されています。

【 医　療・介　護 】
乙訓地域の医療施設数は、病院 7か所、診療所 123 か所、歯科診療所が 72 か所（平成 26 年 3 月末現
在）となっており、 救急医療体制は、救急告示病院が 4か所あり、日曜・祝日・年末年始の初期救急医
療として内科・小児科を乙訓休日応急診療所が、外科を乙訓医師会による在宅当番医制で行っています。

乙訓地域は、医療・介護・福祉に加え、保健も含めた連携を進めている、地域包括ケアの先進的な地
域であり、乙訓医師会が中心となって進めてきた「在宅療養手帳」の発行や在宅療養手帳委員会等の開
催を通して、多職種間の連携が進められています。

介護保険の状況は、要介護等認定者が 6,512 人であり、第 1号被保険者数に占める割合は 17.5％（平
成 26 年 3 月末現在）となっており、介護保険施設は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）7施
設、介護老人保健施設 4施設、介護療養型医療施設 2施設（平成 26 年 3 月末現在）となっています。
また、居宅サービス事業所は 343 事業所（平成 26 年 3 月末現在）となっています。

現状と課題
乙訓地域は、京都第二外環状道路（にそと）の開通や
阪急西山天王山駅の新設、新たなバス路線の開設等によ
り、地域内はもとより、府北中部地域や南部地域、阪神
圏や中京圏との交流が促進される社会基盤が整いつつ
あります。とりわけ、これまでのように、観光シーズン
等には混雑が激しい京都市を経由することなく、乙訓地
域を起点に京都府全域とつながることができるアドバ
ンテージは計り知れず、このメリットを最大限いかした
乙訓地域の振興に、大きな期待が寄せられています。

このような中、高速道路や鉄道網と歴史・文化遺産や

天王山（大山崎町）からの眺望

竹林（筍畑）（向日市）
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大型商業施設とリンクした観光振興や、乙訓地域を代表する「竹」をキーワードとした幅広い産業振興
など、地域資源を最大限にいかした新たな取組が進められようとしています。

一方で、定住意識が高い乙訓地域においては、成熟した都市環境をより住みやすい街として次代につ
なぐため、中心市街地や昭和 40 年から 50 年代に開発された住宅団地等の再生整備の取組や、歴史遺産
や地域の文化・行事、西山や竹林等の自然と都市景観など、恵まれた地域特性・住環境を最大限にいか
したまちづくりが求められています。

さらには、自然災害からの安心・安全を図るため、老朽護岸対策、内水対策、公共施設の耐震化等の
ハード対策を着実に進めるとともに、自然環境に恵まれた西山の保全や竹林の適切な管理を進める等の
環境保全対策も必要です。

また、少子・高齢化が進む中、地域における保健・医療・福祉・介護の連携体制の整備を地域全体で
進めるなど、ソフト面での安心・安全対策の充実が課題となっています。

具体的施策・方向性
京都市に隣接し、竹をはじめとする豊かな自然や優れた歴史文化遺産、世界的な先端企業の立地に恵
まれるとともに、京都第二外環状道路（にそと）、京都縦貫自動車道の開通等により、府域の東西南北
を結ぶ新たな交通の要衝地となりつつある乙訓地域において、これらの社会基盤や特産品を活用した施
策や安心・安全のまちづくりを進めるとともに、3市町の都市連携により、観光、産業等の高次都市機
能を集結させ、京都府の新たな成長核としてダイナミックに発展する地域を創出する「京都乙訓ダイナ
ミックシティーズ構想」を推進します。

ア　新しい社会基盤を活用した交流の推進
○京都府北中部・南部との連携
　　京都府北部の「海の京都」、京都府中部の「森の京都」
や山城地域の「お茶の京都」の結節点である地の利をい
かし、関連施策を誘導し、連携を深めるとともに、新た
な人の流れをつくり出す視点で各種施策を展開します。
○「京都・西の観光」の推進
　　乙訓地域を中心に、京都第二外環状道路（にそと）で
つながる南丹地域と、阪急京都線・JR東海道本線・高
速道路でつながる京都市と連携した面的観光戦略を推
進します。
○阪神圏・中部圏からの誘客推進
　　発達した鉄道網・高速道路網を活用した阪神
圏・中部圏からの「ひと足のばし」観光誘客に
努めます。
○観光資源の整備、ブラッシュアップ
　　新たな観光資源の開拓、標識等の整備・定形
化、観光ボランティアガイド等おもてなし人材
の育成を図ります。
　　また、体験型観光や乙訓独自の観光資源をい

アサヒビール大山崎山荘美術館

八条ヶ池とキリシマツツジ（長岡京市）
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かした魅力ある観光の取組を進めるとともに、乙訓産品を使ったスイーツや観光土産品の開発・商
品化を進めます。
○NHK大河ドラマ誘致推進
　　細川ガラシャ・明智光秀を題材にしたNHK大河ドラマ誘致推進協議会の活動を支援します。

イ　乙訓の特産品を活用した産業振興
○「乙訓『若竹』産業創造プロジェクト」の推進
　　世界的なものづくり企業の集積等をいかし、伸びゆく若竹のごとく、新しい産業の創出を図ると
ともに、8種類の竹垣が整然と連なる「竹の径」や日本最高峰の良質のタケノコなど、乙訓地域の
誇る「竹」資源を有効に活用し、観光スポットとしての整備やタケノコの 6次産業化、竹炭バイオ
マスへの活用やモデルフォレスト運動など、多彩な「竹」関連プロジェクトを展開します。
○地産地消対策の推進等
　　大消費地である乙訓の地の利をいかし、地域のまちづくりを踏まえた農業を推進するとともに、
消費者のニーズに応じた乙訓産野菜の地域の福祉・医療施設や飲食店等への販路開拓など、地産地
消対策を進めます。

ウ　安心・安全のまちづくり
○安心・安全のための基盤づくり、まちづくり
　　基幹的道路網の改修・整備、老朽護岸対策（小畑川）、いろは呑龍トンネル南幹線の整備を進め
ます。また、中心市街地の整備・活性化（駅前再整備・鉄道の高架化）や昭和 40 年から 50 年代に
開発された住宅団地の再開発に向けた取組を支援します。
○高齢者・子ども・障害のある人など、だれもが安心して生活できる地域づくり
　　京都式地域包括ケアを推進し、様々な段階での認知症対策、在宅療養児を支援するなど、地域や
社会で命を守るしくみづくりを進めます。
○関係機関が連携し、日常の備えはもとより、要支
援者・災害弱者支援等に取り組むほか、公共交通
の維持のためのバス路線の利用促進に努めます。

エ　文化芸術の伝承・発展
○長岡京記念文化会館を活用した地域コミュニティ
を活性化させる取組など、乙訓の歴史・文化に根
ざした行事や、行列等の保全取組など様々な文化
活動等を支援します。 ポスト国文祭　文化交流フェスタ in 乙訓
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②山城中部地域
 （宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町）

地域特性
宇治・城陽・久御山地域は、山城盆地の中央部に位置し
ています。東部は醍醐・信楽山地で、中部・西部を占める
平地は宇治川・木津川がつくりあげた沖積平地となってい
ます。また、かつて西部に存在していた巨椋池は、昭和 8
年から行われた国内初の干拓事業により水田となりまし
たが、干拓前は周囲 16km、面積 794ha で、宇治川・木津
川・桂川の合流する一大遊水地帯を形成していました。

綴喜地域（八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町）は
木津川によりほぼ東西に二分され、東部は主に中山間地
で、大部分が森林で平坦地が少なく、西部は木津川に沿っ
て、平坦地が広がっています。
山城中部地域の面積は約258km2で山城地域の面積の約

46％を、人口は約 44 万人で山城地域の人口の約 62％を占めています。

【 交　通 】
主要道路としては、国道 1号が京都市伏見区から久御山
町・八幡市を経て大阪府に至っており、国道 24 号は本地
域の中央部を南北に通過し、国道 307 号は宇治田原町・城
陽市・京田辺市を東西に横切り、大阪府に至っています。
高速道路は、既に開通している第二京阪道路をはじめ、
新名神高速道路の「八幡～高槻間」及び「大津～城陽間」
の事業が平成 24 年 4 月に再開され整備が進められていま
す。

また、鉄道は、JR奈良線や JR片町線（学研都市線）を
はじめ、近鉄京都線や京阪本線、宇治線が鉄道網を形成
し、近隣都市間との利便性が高いといえます。
なお、JR奈良線については、高速化・複線化第一期事業に続き、平成 25 年 8 月に JR と府・沿線市

町との基本協定が締結され、高速化・複線化第二期事業が進められることになりました。

【 産　業 】
国道 1号や国道 24 号、国道 307 号沿線を中心に、機械金属、食料品製造業等の事業所が多数立地し
ています。近年、交通アクセスが向上し、企業誘致が順調に進むとともに、新名神高速道路整備の進展
を見越し、市町村において企業用地の確保に向けた取組が進められています。

また、宇治市の平等院や萬福寺、城陽市の青谷梅林、八幡市の石清水八幡宮や松花堂、京田辺市の一
休寺など、各観光資源を核とした観光振興が進められているほか、都市近郊の有利性をいかし、トマト、

巨椋池でのデンチ漁
黒山翠山氏撮影、京都府立総合資料館蔵

新名神高速道路の整備促進
（城陽 JCT・IC（仮称）付近）
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キュウリ等の施設園芸やコマツナ、九条ネギ等の軟弱野菜、露地ナス、玉露、てん茶、観光果樹園など、
地域の特色をいかした収益性の高い集約型農業が営まれています。

本地域西部の森林は、市街化の急速な進行により住宅開発等の対象となる丘陵地にあり、造林地が少
なく、広葉樹や竹林が大部分を占めています。
東部の都市近郊の森林は、森林浴等レクリエーションの適地として、森林公園など府民の利用が進ん
でいます。

【 医　療・介　護 】
山城中部地域の医療施設数は、病院 23 か所、診療所 308 か所、歯科診療所が 179 か所（平成 26 年 3
月末現在）であり、府内（京都市除く。）で最も医療施設の多い地域となっています。救急告示病院が
13 か所、また、休日診療所が宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市の 4か所あり、日曜・祝日・年末年始
の救急医療体制が整備されています。あわせて、子育て支援の一貫として府民の安心・安全を確保する
ため、山城中部地域の 3病院の協力を得て、輪番制により、休日・夜間の小児救急医療体制も整備され
ています。

山城中部地域の介護保険の状況は、要介護等認定者が 19,122 人であり、第 1号被保険者数に占める割
合は 16.4％（平成 26 年 3 月末現在）となっており、介護保険施設は、介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）21 施設、介護老人保健施設 7施設、介護療養型医療施設 2施設（平成 26 年 3 月末現在）となっ
ています。

また、居宅サービス事業所は 802 事業所（平成 26 年 3 月末現在）となっています。

現状と課題
近年、山城中部地域においても、浸水被害や土砂災害が
頻発かつ激甚化しています。このような状況を踏まえ、被
害リスクが高い箇所の対策を重点的に実施し、被害の最小
化を図っていくことが求められています。

交通基盤については、京滋バイパス、第二京阪道路等の
高速道路ネットワークが充実している地域ですが、平成
35 年度には新名神高速道路が全線開通する予定であり、
加えて、JR奈良線の高速化・複線化第二期事業が平成 34
年度開業をめざして進められることから、こうした交通基
盤を利用した利便性の高いまちづくりを推進するととも
に、交流のさらなる活発化が求められています。

また、山城中部地域においては、宇治茶の生産が盛んですが、茶価は他産地と比較すると維持されて
いるものの、急須のない家庭が増えるなど緑茶購入量の減少による低迷が続いています。

このような中で、茶業経営の継続的発展のためには、宇治茶の生産体制を強化するとともに、宇治茶
の魅力を伝え、さらなる宇治茶ファンを広げる取組を進めることで、消費拡大につなげていくことが求
められています。また、宇治茶の世界文化遺産登録を旗印に、宇治茶づくしをコンセプトに地域振興を

JR 奈良線（井手町・玉水駅）
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図り、「お茶の京都」づくりを進める必要があります。

また、野菜を中心とした農産物づくりについては、農家の高齢化や後継者不足が進行する中、大消費
地を控えた京都山城ならではの有利な条件をいかした農業を展開することが重要となっています。

さらに、少子・高齢化が進む中、平成 26 年 7 月の全国知事会議で国家の基盤を危うくする重大な問
題として「少子化非常事態宣言」が採択されたところであり、2040 年（平成 52 年）にほとんどの市町
で人口が減少することが予想されており、将来を見据えた総合的な対策が求められています。

宇治市では、他地域に先駆けて、今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、認知症初期集中
支援チームの設置を行ったところですが、早期発見・早期対応できる体制づくりを他地域にも広げてい
く必要があります。

具体的施策・方向性
ア　豪雨災害への適切な対応による被害の最小化
○古川において、床上浸水を解消するために、河道掘削
等の河川改修を集中的に実施するほか、天井川におい
ては、防賀川及び弥陀次郎川の切り下げ工事を完了さ
せるほか、老朽化が進んでいる河川護岸等の危険箇所
の対策を実施します。
　　また、土砂災害発生箇所では、土砂流出や流木の流
下を防止するための工事を推進します。

イ　利便性の高いまちづくりの推進
○高速道路へアクセスする道路の整備を進め、地域間交
流及び地域全体の活性化を促します。
○平成 34 年度に開業をめざして進められる JR奈良線
の高速化・複線化第二期事業にあわせ、玉水駅へのアクセス性の向上を図るため、道路の拡幅等を
行うとともに、京都宇治線の交通安全対策事業を推進します。
○未整備クラスターの活用を図り、関西文化学術研究都市の新たな拠点の形成につなげるため、南田
辺西地区の開発整備に向けた取組を進めます。

ウ　交通基盤を利用した交流の活発化
○観光資源の魅力を高めるため、特産品や文化歴史遺産など、様々な物語性やテーマ性を持つ豊富な
観光資源を活用し、増加する個人旅行者や外国人旅行者のニーズに対応した広域的な観光連携事業
を推進します。
○産業施設等の立地促進を図るため、城陽市東部丘陵地においては、新名神高速道路の開通インパク
トをいかした商業機能や物流機能等「城陽市東部丘陵地等あり方検討会」で示された方向性による
地域づくりを推進します。

○ものづくり企業が集積し交通アクセスにも恵まれた地域の特徴をいかした取組を実施し、立地企業
の満足度を向上させ、定着を図ります。

災害関連河川の整備（古川　城陽市内）
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エ　「お茶の京都」づくりの推進
○宇治茶の消費拡大のため、宇治茶の価値を一層高め、宇治茶ファンを広げていくための取組を展開
します。
○宇治茶ファンの一層の拡大を図るため、国内外から山
城地域を訪れる人々が、美しい茶畑やお茶の拠点をわ
かりやすく巡り、その魅力に触れることができるよ
う、「宇治茶かおり回廊」の整備を進めます。
○宇治茶生産の品質維持、健康促進の効果等の機能性成
分の有効活用、スイーツ等を含めた産業活性化や「香
り」を演出したにぎわいの創出を図るとともに、生活
に根付いた喫茶など、宇治茶の魅力を発信します。
○世界文化遺産登録をめざす宇治茶師の屋敷や茶問屋
の町並み、伝統的な覆下茶園や露天茶園などの「宇治
茶生産の景観」の維持を図ります。

オ　農産物づくりと担い手対策の推進
○山城ならではの安心・安全で新鮮な「京やましろ新鮮野菜（地域戦略ブランド）」等の農産物づく
りや、京都ならではの「ブランド京野菜」づくりを推進します。
○農の担い手対策を推進し、6次産業化など、新たな農業ビジネスの展開を支援します。

カ　少子高齢化対策
○安心して出産や子育てができる環境づくりの取組と、「職住近接」や妊娠・出産・子育て期に働き
やすい雇用の場の創出等を進めます。
○「京都認知症総合対策推進計画」（京都式オレンジプラン）のもとで、市町村地域包括支援センター、
認知症疾患医療センターをはじめとする医療機関、介護事業所、地域の各種団体等とのネットワー
クの構築や認知症初期対応型カフェ、認知症初期集中支援チーム等の設置を支援し、早期発見・早
期対応の体制確立を図ります。

 宇治茶歴史街道ウォーク（茶摘み体験）
（井手町）
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③相楽地域（木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村）

地域特性
相楽地域は、相楽郡内中央部を木津川が東から西へ、そして木津川市で北へ曲折し流れており、東北
部では支流の和束川、南東部では名張川が流れ込み、木津川に注いでいます。

平坦地はこれら河川の流域部に開け、西部は山城盆地の南端に位置し、南西部は生駒山系の丘陵地に
連なっています。東部は鈴鹿山脈から連なる山林地帯が多く、平坦地は中小河川の流域及び一部高原地
帯に散在して開けています。

相楽地域の面積は約 263km2 で山城地域の面積の約 48％を、人口は約 12 万人で山城地域の人口の約
17％を占めています。

【 交　通 】
主要道路として、京奈和自動車道や国道 24 号が南北に、国道 163 号が東西に走っています。
関西文化学術研究都市の区域内では、精華大通りをはじめとした地区内道路の整備が完了しているほ
か、クラスター間を結ぶ（都）山手幹線の整備や、区域内外を連絡する東中央線、国道 163 号精華拡幅
等の大規模改良事業が進んでいます。

さらに、三重県につながる木津川市山城町以東の国道 163 号については、北大河原バイパスの完成供
用をめざして事業を進めています。また、南山城村と連携して、東の玄関口となる一体型施設として
「道の駅」の整備を進めています。

鉄道については、JR（関西本線、奈良線、片町線（学研都市線））と近鉄京都線が鉄道網を形成し、交
通基盤には比較的恵まれており、JRの電化区間と近鉄京都線の沿線においては近隣都市との交通は比較
的便利ですが、JRの単線区間の複線化や関西本線の加茂駅以東の電化、近鉄「けいはんな線」の京都府
側への延伸等が今後の課題となっています。

【 産　業 】
西部地域には、世界的な先端研究拠点をめざす関西文化学術研究都

市が広がり、各種研究施設等の立地が進んでいます。地理的には、大
阪、奈良に接し、府県域を越えた広域的な交流が可能な地域であると
ともに、高度な文化学術研究機能の集積をいかし、産学公連携により
研究成果を産業化へつなげることにより、地元中小企業のブランド力
の向上を図っていくことが期待されています。

一方、中東部地域は、木津川、笠置山、茶畑景観等、豊かな自然環
境に恵まれたアウトドア型観光地であるとともに、国宝や重要文化財
等をもつ海住山寺、現光寺、笠置寺、浄瑠璃寺、岩船寺、蟹満寺、神
童寺等の歴史的文化遺産にも恵まれており、また、近年は、関西文化
学術研究都市内の施設見学や農業体験等も行われています。

岩船寺（木津川市加茂町）
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また、木津川流域の平坦部では、急速な都市化の影響を受けながらも、水稲を中心に、露地ナスや伏
見とうがらし、えびいも、みず菜等の軟弱野菜との複合経営による都市近郊農業が行われています。東
部地域では、香り高い良質の煎茶・てん茶・かぶせ茶の生産が行われ、全国に誇る宇治茶の主産地を形
成し、地域産業の軸となっています。

【 医　療 ・介　護 】
相楽地域の医療施設数は、病院 3か所、診療所 92 か所、歯科診療所が 47 か所（平成 26 年 3 月末現
在）となっており、府内で人口当たり医師数の最も少ない地域で医師確保が課題です。

東部地域においては、診療所 5か所で病院はないことから、南山城村においては、隣接している三重
県へ救急搬送されることもあります。

西部地域においては、大阪府・奈良県の経済圏に比較的近く、府県域を越えた受診や入院も可能な状
況で、府内で唯一人口の増加地域であり、核家族や共働きの増加により、夜間・休日の小児救急受診が
増加しています。

相楽地域に救急病院は 3か所あり、平成 24 年 6 月に休日応急診療所が開設され、日曜日・祝日・年
末年始の診療が行われる救急医療体制が整備されました。また、子育て支援の一環として、府民の安心
を確保するため、相楽地域の 2病院及び山城北圏域の 1病院の協力を得て、平成 26 年 4 月から輪番制
により、夜間・休日の小児救急医療体制が整備されました。

相楽地域の介護保険の状況は、要介護等認定者が 4,365 人であり、第 1号被保険者数に占める割合は
16.2％（平成 26 年 3 月末現在）と、府内の医療圏域の中では一番低い割合となっています。
介護保険施設は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）7施設、介護老人保健施設 2施設（平成
26 年 3 月末現在）があり、東部地域には介護老人福祉施設 1施設のみとなっています。
また、居宅サービス事業所は 213 事業所（平成 26 年 3 月末現在）となっていますが、東部地域には

26 事業所と少なく、利用者がサービス事業所を選びにくい状況になっています。

現状と課題
平成 25 年 4 月に京都第二外環状道路（にそと）が開通し、府南部と府北部が直結するとともに、整
備が進められている新名神高速道路の ICへのアクセス道路となる複数の主要南北軸の整備に加え、大
阪～相楽～名古屋をつなぐ東西主軸である国道 163 号の整備により、「人・もの」の流れの飛躍的な増
大が見込まれます。

一方、当地域は、将来人口推計による増加率が全国でも有
数の西部 2市町と、府内で最も高い減少率と推計される東部 3
町村が隣接した、二極化する人口動態を持つ地域であり、人
口急増対策と併せた急速な超高齢化、止まらない少子化・過
疎化への早急な対応が切実な課題となっています。
また、この地域は、京都府景観資産登録第 1号の「宇治茶
の郷
さと

 和束の茶畑」をはじめ、「南山城村の茶畑景観」や精華町
の「けいはんなプラザ日時計広場」など、後世に残すべき素
晴らしい景観を数多く有しています。 南山城村の茶畑景観
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そこで、交通基盤整備により増大する「人・もの」の流
れをより効果的に呼び込む中で、東部の茶畑景観や豊富な
歴史的文化遺産と、西部における先進科学研究の拠点を併
せ持つ地域資源を最大限にいかし、府南部の大交流エリア
として地域全体を人の集う活気ある地域にすることが必要
です。

このためには、通勤可能な域内外での雇用を確保し、関
西文化学術研究都市における企業誘致を促進するとともに
先進科学・研究成果を周辺地域に波及させ、地域全体の教
育力向上を図るほか、各地域内の日常生活や通院等に必要な生活交通が確保され、都市と農山村がネッ
トワーク化された快適で暮らしやすく、子育てしやすい地域を形成することが求められています。

具体的施策・方向性
「お茶の京都」、歴史遺産、科学等をいかした発信力・集客力のある拠点形成
日本茶のふるさとである茶生産地として長い歴史や美しい宇治茶生産の景観等に加え、けいはんなの
歴史的文化軸に位置する豊富な遺産等もいかし、市町村や地元と協働しながら、茶関連等地元産業の振
興と発信力・集客力のある戦略的拠点の形成により、海外も視野に入れた域内外からの大交流エリアを
めざします。

ア 「お茶の京都」づくりによる観光交流拠点形成とネットワーク化
○宇治茶の消費拡大のため、宇治茶の価値を一層高め、宇
治茶ファン拡大のための取組を展開
○宇治茶ファンの一層の拡大を図るため、国内外から山
城地域を訪れる人々が、美しい茶畑やお茶の拠点をわ
かりやすく巡り、その魅力に触れることができる「宇
治茶かおり回廊」の整備
○宇治茶生産の品質維持、健康促進の効果等の機能性成
分の有効活用、スイーツ等を含めた産業活性化や「香
り」を演出したにぎわいの創出。生活に根付いた喫茶
など、宇治茶の魅力を発信
○世界文化遺産登録をめざす山なり茶園や宇治茶の生産
集落、茶問屋の町並みなどの「宇治茶生産の景観」の維持
○ 宇治茶の郷

さと

を基軸とした「茶源郷」、「道の駅」、「温泉施設」等の市町村拠点形成事業との連携

わかさぎ温泉　笠置いこいの館

けいはんなプラザ（精華町）
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イ　  歴史的遺産、関西文化学術研究都市、自然を活用し
た魅力のネットワーク化

○けいはんなの歴史的文化軸に位置する豊富な遺産（「南山城
の古寺巡礼」の発展的取組等）や関西文化学術研究都市にお
ける先進科学や研究成果という産業観光コンテンツ（小型
EVの実証フィールド実験や、研究施設と教育機関との交流
と発信等）の活用
○木津川や山間地の自然地形等の環境をいかしたサイクリン
グ等のスポーツ観光の振興

ウ　他の地域との交流や域内交通促進のための基盤整備
○他の地域と東西南北軸で結ぶ道路等のアクセス整備と域内交通手段の充実
○「宇治茶かおり回廊」の整備や地域主導型公共事業等のハード整備
○京都府の東の玄関口として、地元特産品をはじめ府のブランド産品を販売する「道の駅」の整備

都市と農山村交流による、子育てを含めた暮らしやすい居住教育環境の確保
相楽地域全体としては、今後高齢者の急速な増加が見込まれる西部地域と、急速な少子化・人口減少
が懸念される中東部地域に二極化する傾向にありますが、農山村の多い中東部地域では森林や水資源を
維持し、都市部も含めた災害防止等にも重要な役割を果たしています。
こうした都市と農村が隣接する地域特性を踏まえ、域内外での通勤可能な雇用確保対策を進めるとと
もに、市町村、医療等関係機関や地元等との連携のもとで、日常生活における買い物や通院が困難とな
る「交通弱者」対策のほか、子育て支援対策も含めた暮らしやすい居住教育環境を確保していきます。
また、地元雇用対策の面からも、関西文化学術研究都市における未利用地の多い木津地区などの企業
誘致を一層促進するほか、ICTも活用して広く都市と農山村との交流を促進し、農家民宿の開設や週末
居住の促進など都市と農山村の魅力を併せ持つ地域をめざします。

ア　急速に進んでいる超高齢社会に向けた対応
○「地域包括ケア推進ネット」による相楽地域の実情に応じた地域包括ケアの着実な推進（介護保険
法の改正に伴う小規模な人口減少町村への支援や、急増する高齢者地域に対する在宅を中心とした
必要な施設サービスの確保など）
○認知症疾患医療センター（京都山城総合医療センター）を核とした認知症対策等の推進
○健康寿命を延伸させるため、市町村における健康・予防事業の取組の強化

イ　少子化・人口減少社会に向けた対応
○芸術家や若者など農山村に魅力を持つ人たちの受け入れ促進（耕作放棄地対策と施設・設備要件の
緩和等による空き家や廃校舎利用の促進。これら施設の活用による地域コミュティサロン等の拠点
形成支援、地元農産物を活用した農村ビジネスの展開など）
○幅広い魅力ある教育環境で、安心して子育てのできる地域としての発信と三世代近居等の奨励（学
術研究施設や歴史的遺産、都市に比較的近く、恵まれた自然環境などをいかした教育環境、都市近
郊で新鮮かつ安心な食材を提供できる地域としての魅力発信）

京都ゆぶね「春よ恋ひ」
MTB耐久レース（和束町）


