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第3号

丹後広域振興局
商工観光室

Tel 0772-62-4304
Fax 0772-62-4333

問い合わせ先

6

★平成17年度運営目標、「丹後活動プラン」の取組

　方策やその他、あなたのご意見をお聞かせくだ

　さい。

京都府丹後NPOパートナーシップセンターが開所

❶　「『人・間（にんげん）中心』の京都づくり５つのビジョン」

の着実な推進のため、常に府民の視点に立った、府民発・府民

参画・府民協働の府政を実現します。

❷　そのためにも限られた資源を効果的に活用し、府民に対し最

大のサービスを提供することを基本に据えた府政「経営」を行

います。

❸　現地現場を重視し、府民満足を職員の充実感に高められる活

き活きとした府庁づくりを目指します。

京都府の運営目標京都府の運営目標
　京都府では、知事部局（広域振興局を含む）、企業局、教育委員会、警察本部（以下「部局等」）

の職務に関わる重点事項について、知事等三役と部局等の長が政策調整を行い、本年度におけ

る部局等ごとの主な業務目標として「運営目標」を設定し、6月初めに公表し、以下の基本姿

勢のもと、運営目標の達成に全力

で取り組んでいます。　

差出有効期間
平成17年12月
31日

　KTR
サポーターズクラブ

乗り放題きっぷ
発売中!!

乗り放題きっぷ
発売中!!

乗り放題きっぷ
発売中!!

利 用 促 進KTRの

ゴミのポイ捨て防止ポスター入賞作品が決まりました。ゴミのポイ捨て防止ポスター入賞作品が決まりました。ゴミのポイ捨て防止ポスター入賞作品が決まりました。

新山小学校６年

　藤 井 彩 加さん 大宮第三小学校６年　

　廣 野 祐里香さん

湊小学校６年

　金 安 亜 紀さん

　丹後活動プランを推進していく上で、大変重要な地域振

興の資源である丹後の自然が、不法なゴミの投棄によって

汚されています。そこで、ゴミの不法投棄を防止するため、

京都府と京丹後市が一緒になって小学生を対象に、「ゴミ

のポイ捨て防止ポスター」募集を行いました。ポスターの

作成を通じて次代を担う子供達に地域の環境保全について

学んでもらうとともに、作品は地域の不法投棄を防止する

啓発看板のデザインとして活用されます。このたび、多数

の応募があった作品の中から入賞作品優秀賞６点、入選

24点を決定しましたので、その一部を紹介します。

11月28日（月）
13：30〜16：00
11月28日（月）

子ども未来講演会

食べる・活きる・育つ食べる・活きる・育つ

◎展示交流

　「保育所・学校・地域で実践、食育活動」

◎講　演

　「生きる力を育む〜食育実践現場の取り組み」

　　　　京都市立上里小学校　和泉正美氏

◎試食と紹介　「野菜モリモリメニュー」

13：30〜16：00

電話0772-62-0361
FAX 0772-62-4368丹後保健所 保健室

●申込み、お問い合わせ

パートⅡ

丹後の野菜メニュー募集中!!

こんな方にお勧め

●「食育」は初耳
●子どもは健やかに育
　ってほしい
●食文化は大切
●食育に関心がある

参加無料

鳥取豊岡宮津

自動車道の整備

鳥取豊岡宮津

自動車道の整備

行

【宮津市】

・1月10日

　文珠堂十日ゑびす：（宮津市）

・2月15日

　由良神社厄除祭：（宮津市字由良）

【京丹後市】

・12月4日

　カキ・魚まつり：マリンプラザ前

　（久美浜町湊宮）

・12月24日〜1月3日

　久美ナリエ：（久美浜町かぶと山）

・1月7日（予定）

　スイス村スキー場開き（弥栄町）

・2月上旬（開催日未定）

　百度打ち：（丹後町間人）

・2月18日

　秋葉神社大祭：（久美浜町）

【与謝郡】

・1月29日

　舟屋の里ほっかほっか祭：（伊根町亀島）

丹後局管内の12月〜2月

場所：丹後保健所場所：丹後保健所

丹後広域振興局の運営目標丹後広域振興局の運営目標

　丹後広域振興局では、重要事項として次の4項目を本年度の「運営目標」とし

て設定し、常に府民の視点に立った、府民発・府民参画・府民協働の府政の実

現に向けて積極的な取り組みを進めています。

　本運営目標の中間報告の詳細は、丹後広域振興局のホームペ

ージ（http ://www.pref .kyoto . jp/tango/）で公表しています。

1）台風23号による被災箇所の早期復旧と地域防災体制の整備

2）「丹後活動プラン」に基づく地域戦略の具体的展開

3）地域での生活や活動を支える条件整備と域内外の交流を活発

にする基盤の整備

4）管内市町との連携強化による地域施策の実施

▼国道176号（与謝峠）の復旧状況

▲宮津滝馬地区の治山ダムの整備

宮津7号橋（仮称）と第13トンネル（仮称）抗口第12トンネル（仮称）本抗掘削現場

丹後活動プラン推進委員会の
開催

▲

市町との意見交換会
の開催

▲

〔中間報告〕

京都府知事

　　山田　啓二

●問い合わせ先：北近畿タンゴ鉄道事業本部　TEL0772-25-2323

　丹後地域におけるＮＰＯの活動の活性化と自立を促進し、ＮＰＯ相互、

ＮＰＯと行政、地域住民

との交流と協働を推進し

ていく拠点として、10月

30日に丹後勤労者福祉会

館１階に開設しました。

活力の京都

京都産業の育成、労働環

境の整備、大学との協働、

交流型ネットワークの整

備を進めます。

安心・安全の京都

安心して日々の生活が送

れる社会づくりを進めま

す。

環境・文化創造の京都

豊かな環境と新しい京都

文化が創る個性ある地域

づくりを進めます。

学びと育みの京都

豊かな人間性とたくまし

く生きる力をそなえた次

世代を担う子どもを育て

ます。

健やか長寿の京都

住み慣れた地域で健やか

に充実した生活を送れる

社会づくりを進めます。

5つのビジョン

はぐく
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地域と協働し、今日も丹後は活動しています。丹後の明日へ向けて！地域と協働し、今日も丹後は活動しています。丹後の明日へ向けて！地域と協働し、今日も丹後は活動しています。丹後の明日へ向けて！地域と協働し、今日も丹後は活動しています。丹後の明日へ向けて！

丹後活動プラン

推進委員会の開催

丹後活動プラン

推進委員会の開催

丹後活動プラン

推進委員会の開催

今後の方向性の検討今後の方向性の検討

※委員会での主な意見

・官がもっと現場に出て民間の意見を聞き、コーディネートしてい

くことが必要。

・地域づくりのためには、さらに情報を提供し、議論し、地域の人々

の意識を変えていくことが重要。

・地域の人がもっと連携し、頑張ることの出来る仕組みづくり、

頑張っているグループ等への支援が必要。

・総花的ではなく、重点やテーマを絞って議論し、結果を出して

いくことが必要。

・１次産業の裾野を広げ、２次、３次産業につなげていく仕組み

が必要。

・地域の資源である丹後の自然を地域以外の人も含めて、一人ひ

とりがどう認識していくかが大切。

　10月28日に開催した丹後活動プラン推進委員会では、プラ日に開催した丹後活動プラン推進委員会では、プラ

ンにおける行政の取組状況や民間での新たな活動の報告を行い、

今後のプランの方向性について協議をしました。

・府と管内市町、各団体が一体となって丹後活動プランを推進

していくためには、大きな方向性を共有していく必要がある

と考え、４つの地域戦略重点プログラムを提案

・今後、このプログラムにおける行政、民間の取組をまとめる

一方で、行政との連携、民間同士の連携を強化し、地域全体

でプランの推進につなげていきたいと考えています。

　10月28日に開催した丹後活動プラン推進委員会では、プラ

ンにおける行政の取組状況や民間での新たな活動の報告を行い、

今後のプランの方向性について協議をしました。

・府と管内市町、各団体が一体となって丹後活動プランを推進

していくためには、大きな方向性を共有していく必要がある

と考え、４つの地域戦略重点プログラムを提案

・今後、このプログラムにおける行政、民間の取組をまとめる

一方で、行政との連携、民間同士の連携を強化し、地域全体

でプランの推進につなげていきたいと考えています。

※委員会での主な意見

・官がもっと現場に出て民間の意見を聞き、コーディネートしてい

くことが必要。

・地域づくりのためには、さらに情報を提供し、議論し、地域の人々

の意識を変えていくことが重要。

・地域の人がもっと連携し、頑張ることの出来る仕組みづくり、

頑張っているグループ等への支援が必要。

・総花的ではなく、重点やテーマを絞って議論し、結果を出して

いくことが必要。

・１次産業の裾野を広げ、２次、３次産業につなげていく仕組み

が必要。

・地域の資源である丹後の自然を地域以外の人も含めて、一人ひ

とりがどう認識していくかが大切。

観光・レクリエーション分野
　変化に富んだ美しい自然や古代から現代に続く人々の様々な営みなど、丹

後がその魅力を発揮して多くの人たちの楽しく豊かなかかわりを発展させて

いくことを目指し、丹後の可能性を広く点検し、開いていきます。

農林水産業分野
　自然とのつながりの中にある農山漁村の生活の場・生産の場としての機能

を整え、環境と安全を重視し、地域資源を生かす生産を広げ、流通を多様化

していきます。

織物、機械金属業等地域産業分野
　中核となる織物業と機械金属業の可能性を伸ばすとともに、地域の資源か

ら新たな産業の芽を引き出し、また生活の質を高めるものとサービスの流通

を円滑にしていきます。

生活・地域づくり分野
　現代社会の中にあって、人口の流出と高齢化に対し、地域の在り方を点検

して、新たな仕組みや活動を広げ、また安心・安全を確かなものにしていき

ます。

各分野を支える基礎条件
　地域内外の交流を活発にする幹線道路や生活道路、ＩＴ等の基盤の整備と

ともに、各地で人と活動を結ぶ組織の確立及びネットワークの整備を進めます。

・市町による生活交通ネットワーク整備支援、北近畿タンゴ鉄道の利活用の 

　促進

・地域施策での協働を進めるため、ＮＰＯ等の育成・支援

　「農のあるくらし」による都市住民との交流、

期間定住の実現のため、提供可能な空家・空地、

農地情報の収集と受入体制の整備を進めています。

　「農のあるくらし」による都市住民との交流、

期間定住の実現のため、提供可能な空家・空地、

農地情報の収集と受入体制の整備を進めています。

　エコファーマー交流会を開催し、ネットワーク

を強化するとともに、今後アンテナショップでこ

だわり農産物を広げていきます。

　エコファーマー交流会を開催し、ネットワーク

を強化するとともに、今後アンテナショップでこ

だわり農産物を広げていきます。

　丹後ちりめんの新展開を目指し、海

外市場での販路開拓のための実務セミ

ナーを開催するとともに、７月に英語

版ホームページを開設しました。

　丹後ちりめんの新展開を目指し、海

外市場での販路開拓のための実務セミ

ナーを開催するとともに、７月に英語

版ホームページを開設しました。

　丹後全体を、人々の「リフレッシュエリア」としてイメージ形成するこ

とをねらいとして、「新たな統一テーマの形成」「地域の健康づくり」を

柱に８月に資源基礎調査を実施し、エリア構想の骨子策定に向けて検討会

議を実施します。

　丹後全体を、人々の「リフレッシュエリア」としてイメージ形成するこ

とをねらいとして、「新たな統一テーマの形成」「地域の健康づくり」を

柱に８月に資源基礎調査を実施し、エリア構想の骨子策定に向けて検討会

議を実施します。

　ＮＰＯフォーラムを開催し行政とＮ

ＰＯとの協働を推進するとともに、そ

の拠点施設となる「京都府丹後ＮＰＯパ

ートナーシップセンター」を10月30日

に開設しました。

　ＮＰＯフォーラムを開催し行政とＮ

ＰＯとの協働を推進するとともに、そ

の拠点施設となる「京都府丹後ＮＰＯパ

ートナーシップセンター」を10月30日

に開設しました。

　鳥取豊岡宮津自動車道は、平成12年度から宮津野田川道路（延長6.4km）の建設を進めていま

す。現在、橋梁２橋、トンネル２箇所の工事を施工し早期完成に向け順調に進んでいます。ま

た野田川・大宮間は整備区間に格上し着工準備に向けた調査を行っています。

　鳥取豊岡宮津自動車道は、平成12年度から宮津野田川道路（延長6.4km）の建設を進めていま

す。現在、橋梁２橋、トンネル２箇所の工事を施工し早期完成に向け順調に進んでいます。ま

た野田川・大宮間は整備区間に格上し着工準備に向けた調査を行っています。

　主要地方道の改良整備、

生活関連道の1.5車線化等

計画的に事業を実施してい

ます。

　主要地方道の改良整備、

生活関連道の1.5車線化等

計画的に事業を実施してい

ます。

　携帯電話を利用した新しい観光システム「丹後携

帯まっぷナビ」を４月から発信し、丹後の観光情報

を快適にナビゲートしています。

　携帯電話を利用した新しい観光システム「丹後携

帯まっぷナビ」を４月から発信し、丹後の観光情報

を快適にナビゲートしています。

　７月に管内６箇所でのグループインタビューに

より高齢者の生の声を聞き取り「高齢者元気地域

丹後」の構築に向け委員会を開催し、施策の検討

を行っています。

　７月に管内６箇所でのグループインタビューに

より高齢者の生の声を聞き取り「高齢者元気地域

丹後」の構築に向け委員会を開催し、施策の検討

を行っています。

■地域資源の連携・拡大による丹後の新たな観光戦略の

　展開

（たんご新観光戦略プログラム）

■地域の魅力を活かし、交流・定住促進につなげていく

　丹後づくり

（たんご交流・定住促進プログラム）

地域外からの注目を高める

■地域産業の連携・展開・創業を推進し、支援していく

　丹後づくり

（たんご地域産業支援プログラム）

■地域の生活と産業を支え、活性化する基盤整備の推進

　と環境先進地域を目指す丹後づくり

（たんご基盤整備・環境先進プログラム）

地域内の力を高める

主要地方道の改良整備

生活関連道の1.5車線化
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汚されています。そこで、ゴミの不法投棄を防止するため、

京都府と京丹後市が一緒になって小学生を対象に、「ゴミ

のポイ捨て防止ポスター」募集を行いました。ポスターの

作成を通じて次代を担う子供達に地域の環境保全について

学んでもらうとともに、作品は地域の不法投棄を防止する

啓発看板のデザインとして活用されます。このたび、多数

の応募があった作品の中から入賞作品優秀賞６点、入選

24点を決定しましたので、その一部を紹介します。

11月28日（月）
13：30〜16：00
11月28日（月）

子ども未来講演会

食べる・活きる・育つ食べる・活きる・育つ

◎展示交流

　「保育所・学校・地域で実践、食育活動」

◎講　演

　「生きる力を育む〜食育実践現場の取り組み」

　　　　京都市立上里小学校　和泉正美氏

◎試食と紹介　「野菜モリモリメニュー」

13：30〜16：00

電話0772-62-0361
FAX 0772-62-4368丹後保健所 保健室

●申込み、お問い合わせ

パートⅡ

丹後の野菜メニュー募集中!!

こんな方にお勧め

●「食育」は初耳
●子どもは健やかに育
　ってほしい
●食文化は大切
●食育に関心がある

参加無料

鳥取豊岡宮津

自動車道の整備

鳥取豊岡宮津

自動車道の整備

行

【宮津市】

・1月10日

　文珠堂十日ゑびす：（宮津市）

・2月15日

　由良神社厄除祭：（宮津市字由良）

【京丹後市】

・12月4日

　カキ・魚まつり：マリンプラザ前

　（久美浜町湊宮）

・12月24日〜1月3日

　久美ナリエ：（久美浜町かぶと山）

・1月7日（予定）

　スイス村スキー場開き（弥栄町）

・2月上旬（開催日未定）

　百度打ち：（丹後町間人）

・2月18日

　秋葉神社大祭：（久美浜町）

【与謝郡】

・1月29日

　舟屋の里ほっかほっか祭：（伊根町亀島）

丹後局管内の12月〜2月

場所：丹後保健所場所：丹後保健所

丹後広域振興局の運営目標丹後広域振興局の運営目標

　丹後広域振興局では、重要事項として次の4項目を本年度の「運営目標」とし

て設定し、常に府民の視点に立った、府民発・府民参画・府民協働の府政の実

現に向けて積極的な取り組みを進めています。

　本運営目標の中間報告の詳細は、丹後広域振興局のホームペ

ージ（http ://www.pref .kyoto . jp/tango/）で公表しています。

1）台風23号による被災箇所の早期復旧と地域防災体制の整備

2）「丹後活動プラン」に基づく地域戦略の具体的展開

3）地域での生活や活動を支える条件整備と域内外の交流を活発

にする基盤の整備

4）管内市町との連携強化による地域施策の実施

▼国道176号（与謝峠）の復旧状況

▲宮津滝馬地区の治山ダムの整備

宮津7号橋（仮称）と第13トンネル（仮称）抗口第12トンネル（仮称）本抗掘削現場

丹後活動プラン推進委員会の
開催

▲

市町との意見交換会
の開催

▲

〔中間報告〕

京都府知事

　　山田　啓二

●問い合わせ先：北近畿タンゴ鉄道事業本部　TEL0772-25-2323

　丹後地域におけるＮＰＯの活動の活性化と自立を促進し、ＮＰＯ相互、

ＮＰＯと行政、地域住民

との交流と協働を推進し

ていく拠点として、10月

30日に丹後勤労者福祉会

館１階に開設しました。

活力の京都

京都産業の育成、労働環

境の整備、大学との協働、

交流型ネットワークの整

備を進めます。

安心・安全の京都

安心して日々の生活が送

れる社会づくりを進めま

す。

環境・文化創造の京都

豊かな環境と新しい京都

文化が創る個性ある地域

づくりを進めます。

学びと育みの京都

豊かな人間性とたくまし

く生きる力をそなえた次

世代を担う子どもを育て

ます。

健やか長寿の京都

住み慣れた地域で健やか

に充実した生活を送れる

社会づくりを進めます。

5つのビジョン

はぐく


