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私の考える地方創生の３つのポイント 
 
①「学び」「働き」「暮らす」というサイクル 
               をしっかり回すこと 
 

②地域のブランド力を向上させること 
 
③北部５市２町の広域で取り組むこと 



●＝高等教育機関等 

中丹地区 

舞鶴市 

 舞鶴工業高等専門学校 
 舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 
 舞鶴医療センター付属看護学校 
  京都職業能力開発短期大学校 
 日星高等学校看護科 
 海上保安学校  

福知山市 
 福知山公立大学 
 市民病院付属看護学校 

綾部市  京都府立農業大学校 

丹後地区 与謝野町  京都府立看護学校 

●＝高等学校 

京都府北部地域連携都市圏に所在する高等教育機関等 



（抜粋） 
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舞鶴市・京都府・全国の有効求人倍率は？ 
舞 鶴 

京都府 

全 国 

1.30倍 

現在の舞鶴は、 

 ☆有効求人倍率が１倍以上で、毎年上昇中！ 

 ☆全国や京都府の平均よりも有効求人倍率が高い！ 

⇒他の地域と比べても、舞鶴は仕事の選択肢が多い！ 

2009年 2015年 

0.54倍 

リーマンショック 
（世界的金融危機発生） 

他の地域と比べても、舞鶴は仕事の選択肢が多い！ 



観光戦略拠点の開発・機能強化へ 

・赤れんがパークに隣接する  
 防衛省用地（通称：三角地）の取得 

赤れんがパーク周辺～しおじプラザ周辺エリア
一帯を「赤れんが」「海・港」一帯のメインゲートへ 

防衛省の補助金を活用し、赤れんが倉庫群を中心とした「まちづくり基本構想」を策定 

防衛省・市・民間
の共同 

自衛隊広報機能を兼ね備えたＰＲ館 

海自「海軍記念館」、ＪＭＵ「舞鶴館」等
の展示機能 

舞鶴の地域資源を活かす・磨く  

「赤れんが」「海・港」交流拠点の整備 



「赤れんが」「海・港」交流拠点の整備 

出典）赤れんが周辺等まちづくり構想策定懇話会 



「赤れんが」「海・港」交流拠点の整備 

出典）赤れんが周辺等まちづくり構想策定懇話会 



人口・合計特殊出生率（平成22年国勢調査） 

  
行政面積 

（ｋ㎡） 

2010年人口 

（人） 

合計特殊 

出生率 

福知山市 552.57 79,652 1.96 

舞鶴市 342.10 88,669 1.86 

綾部市 347.10 35,836 1.63 

宮津市 172.87 19,948 1.65 

京丹後市 501.84 59,038 1.73 

伊根町 62.00 2,410 1.51 

与謝野町 108.38 23,454 1.71 

合 計 2,086.86 309,007 府1.27※ 

圏域全体として地域価値の 
発信・向上を図る 

医療（主な病院） 
※200床以上or公的 

道の駅 

教育（高校） 

※５市２町の平均は1.72 

◎京都府北部地域連携都市圏 
北部５市２町 北京都３０万都市圏の力を発揮 



京都府北部５市２町が有する産業基盤 

長田野工業団地 綾部工業団地 

森本工業団地 

府北部５市の工業（製造品出荷額）推移 

～中丹地域を核に６，０００億円規模の製造品出荷額～ 

（単位：百万円） 

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

554,149 574,509 585,432 509,786 572,963 

府北部５市の市町村内総生産額推移 

～域内総生産額は１．１兆円規模～ 

（単位：百万円） 

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

1,237,289 1,201,513 1,157,789 1,107,106 1,105,158 

『海の京都観光圏』 

『職』と密接に繋がる多様な教育群 質の高い地域医療 

◎府北部圏域が有するポテンシャル 



  人  口 
（人(H22)） 

粗付加価値額 
（百万円(H25)） 

製造品出荷額 
（百万円(H25)） 

卸売業 
年間商品販売額 
（百万円(H24)） 

小売業 
年間商品販売額 
（百万円(H24)） 

コンテナ取扱量 
（TEU(H26)） 

観光入込客数 
（千人(H25)） 

５市２町 309,007 270,762 596,423 194,809 235,513 12,078 8,723 

  人  口 
（人(H22)） 

粗付加価値額 
（百万円(H25)） 

製造品出荷額 
（百万円(H25)） 

卸売業 
年間商品販売額 
（百万円(H24)） 

小売業 
年間商品販売額 
（百万円(H24)） 

コンテナ取扱量 
（TEU(H26)） 

観光入込客数 
（千人(H25)） 

富山市 421,953 437,162 1,079,937 1,146,724 413,977 82,065 6,397 

金沢市 462,361 155,317 401,450 1,721,441 465,987 60,467 21,632 

福井市 260,777 166,781 363,979 745,647 298,620 1 3,122 

敦賀市 67,760 36,227 110,428 75,726 70,049 59,017 1,754 

大津市 337,634 123,712 300,234 177,371 227,255 － 11,642 

京都府北部圏域が有する産業基盤 

１．域内総生産額は１．１兆円規模 

２．中丹地域を核に６，０００億円規模の製造品出荷額 

３．関西経済圏における日本海側の窓口機能を果たす「京都舞鶴港」 

４．域内の連携による「海の京都観光圏」の推進により観光入込客数増加 

◎府北部圏域が有する産業基盤 



◎国防・海上保安、大規模災害時の拠点 
日本海側における『国防』や『海上安全』の拠点 

南海トラフ地震防災対策推進地域 

大規模災害時のバックアップ機能 

◆日本海側の国防、海上安全における拠点 
 ・海上自衛隊舞鶴地方総監部 
 ・海上保安庁第八管区海上保安本部 
 
◆関西圏で甚大な被害が予測される南海トラフ巨 
 大地震においても、想定される被害は軽微。 
 リダンダンシーの確保面において重要な拠
点。 

大規模災害時等における関西経済圏のバックアップ機能としての役割 

首都圏 

中京圏 

関西圏 

ＬＮＧ中継 
基地 

ＬＮＧ中継基地 
建設の要望 

日本海側の国土軸形成による
リダンダンシーの確保 



◎府北部地域経由ルートの必要性 

◆日本海側国土軸の形成 
 ・国土の安全確保（東海道新幹線の代替機能） 
 ・国土の均衡ある発展（東京一極集中の解消） 
 ・日本海・太平洋２面活用型国土の形成 
 

◆北部地域連携都市圏を経由するルートの必要性 
 ・重要港湾、海事拠点、工業団地等の国土拠点機能 
  を高速鉄道ネットワーク化 
 ・新幹線の沿線開発効果（産業立地、観光開発等） 
 ・京都府北部地域の活性化（府南北格差の是正） 

将来の山陰新幹線
への接続（日本海
側国土軸の形成）
も視野に 

北部地域連携都
市圏を経由する
ルート 

東海道新幹線 

リニア中央新幹線 

北陸新幹線 

東京 

名古屋 

京都 

大阪 

敦賀 

関空 

【現在の所要時間：鉄道】 
 東舞鶴－新大阪間 約2時間 
 綾 部－新大阪間 約1時間半 
 福知山－新大阪間 約1時間45分 

【府北部経由ルートの場合】 
 ①距離 約80～90㎞ 
 ②時速 平均200㎞/h(想定) 
 ③時間 約25分 

１時間～１時間半の 
移動時間短縮効果 

府北部経由ルートの移動時間短縮効果 

金沢 

◆京都府北部の活性化を加速させ、５市２町による京都 
 府北部地域連携都市圏の取り組みを確実なものとして 
 いくために、府北部地域を経由する北陸新幹線ルート 
 の実現が望まれる。 



転活用された主な国有財産 

引揚記念公園 

日本板硝子舞鶴工場 

青葉山ろく公園 

舞鶴工業高等専門学校 

商工観光センター 

舞鶴市役所庁舎 

五老ヶ岳公園 

JMU舞鶴事業所 

舞鶴東体育館 

総合文化会館 

※産業、文化、観光分野等 
    活用方法は多岐にわたる 



「安心のまちづくり」「活力あるまちづくり」 
「心豊かに暮らせるまちづくり」の基礎固め 

①子育て交流施設「あそびあむ」 



「安心のまちづくり」「活力あるまちづくり」 
「心豊かに暮らせるまちづくり」の基礎固め 

②西運動広場 



「安心のまちづくり」「活力あるまちづくり」 
「心豊かに暮らせるまちづくり」の基礎固め 

③その他にも… 
東山合同宿舎跡地 

出典）google map 上安合同宿舎 



軍港都市であった本市は、 
旧軍港市転換法や、 
まちを再生していきたいという 
地域のみなさまの思いによって 
平和産業都市へと生まれ変わりました。 
 
これからも、 
みなさまの声をお聞かせいただきながら、 
政策とマッチングした土地の有効利用を進め、 
舞鶴版地方創生を進めてまいります。 


