舞鶴市まち・ひと・しごと創生
総合戦略

しろ

心豊かに暮らせるまちづくり
～『交流人口300万人・経済人口10万人』都市・舞鶴の実現に向けて～

海とともに歩み、海からの恩恵を受けてきた舞鶴は、リアス式海岸の特徴を見事にあらわす複雑に入り組んだ海岸線と緑のコントラストを彩る山々に
囲まれる豊かな自然に恵まれ、この地域に育つ子供たちの心を豊かに育んでいます。古代には丸木舟を使って現在の島根県や石川県まで往来して交易が
おこなわれ、江戸時代には北前船が寄港する港がある城下町として栄えた面影は今も町並みに残っており、旧海軍の残した赤れんが倉庫群などの近代化
遺産、戦後の海外引揚等に関する多くの貴重な資料など、このまちには数多くの歴史的資源があります。さらには、人流・物流の拠点として、人・モノ
の活発な往来の中で発展したまちには、新しいものを受け入れる包容力と新しいものを取り入れる気風があります。
地方創生を成功させるには、これらの長所を生かし多様性を包容する中で、まちへの誇りと気概をもって、地域を元気にする仕掛けと知恵を存分に発
揮することが重要です。
京都舞鶴港の機能強化、高速道路網の開通、観光ブランド戦略の推進等による「活力あるまちづくり」。地域医療の充実・強化、子育てしやすい環境
づくり、特色ある教育環境づくりの推進等による「安心のまちづくり」。これまで、ターゲットイヤーである平成２７年度において、本市が大きく飛躍
するための基礎固めの取組は着実に進捗し、成果を上げてまいりました。また、協働・連携を進める京都府北部５市２町を人口３０万人の一つの経済・
生活圏として、都会にはない豊かで文化的な生活環境を持った地域にするための取組も進んでおります。
かつてない好機を迎えたこの５年間における取組が、２０年後、３０年後のまちを形づくるといっても過言ではありません。本総合戦略は、「交流人
口３００万人・経済人口１０万人」都市・舞鶴を実現するための方向性を示し、地域が有する魅力・特性を最大限に活かし、豊かな自然の中で、心豊か
に暮らすために必要な、子育てしやすい環境の整備、都会並みの質の高い教育、医療の充実、さらには福祉、防災、文化、芸術、スポーツ等の環境の充
実を図り、雇用拡大、産業振興、観光振興等の推進による定住と交流促進に繋がる多様な施策をとりまとめたものであり、市民の皆様をはじめ、産官学
金労等の多様な連携のもと、地域一丸となって、総合戦略を推進してまいりたいと考えておりますので、格別のご支援とご協力をお願い申し上げます。
２０１５年５月

舞鶴市長
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舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針
◇基本的な考え方

◇総合戦略の構成と計画期間

本市では、平成 23 年 8 月から、「東アジアに躍動する国際交流･港湾都市 舞鶴」を

「まち・ひと・しごと総合戦略」は、
「新たな舞鶴市総合計画・後期実行計画」
、
「人口

都市像に掲げる「新たな舞鶴市総合計画」をスタートさせ、前期実行計画期間(平成
23 年度～平成 26 年度)においては、
「住んでよし、働いてよし、訪れてよしの『選ばれる

ビジョン」等を踏まえ、政策目標の実現に向けた政策 4 分野の施策をとりまとめたもの
で、計画期間は 5 年（平成 27 年度～平成 31 年度）です。

まちづくり』」の実現に向け、長年の懸案であった地域医療の充実・強化、災害に強い
都市基盤整備、子育て・教育環境の充実、京都舞鶴港の振興による人流・物流の拡大、
観光ブランド戦略の推進による交流人口の拡大など、ターゲットイヤーとする平成 27 年

政策 4 分野は、5 年後(平成 31 年度)の実現すべき成果に関する数値目標を設定すると
ともに、政策分野を構成する各施策については、効果を客観的に検証できる指標（重要
業績評価指標[KPI]）を設定しております。

度において、本市が大きく飛躍するための基礎固めに取り組んできました。
平成 26 年度には、ターゲットイヤーに向け、本市の特色ある歴史、文化、豊かな自然
などの地域資源を最大限に活用し、定住人口の減少の抑制と交流人口の拡大を図るため、
従来の「安心のまちづくり」
、
「活力あるまちづくり」に「心豊かに暮らせるまちづくり」
を新たな重点事項として加え、「交流人口 300 万人・経済人口 10 万人」(※)を目標と
することを打ち出し、基礎固めの総仕上げに取り組むとともに、新たな重点事項・人口
目標の考え方に基づく総合計画・後期実行計画を策定いたしました。

なお、総合戦略の進捗管理等は、毎年度行うものとし、評価・検証内容に応じて、
総合戦略の見直しを検討してまいります。また、総合戦略の進捗状況や実績等について
は、次期総合計画の策定作業等にも反映してまいります。
舞鶴市まち・ひと・しごと総合戦略（計画期間：平成 27 年度～平成 31 年度）
政策目標：
『交流人口 300 万人・経済人口 10 万人』都市・舞鶴
政策４分野

Ⅰ しごとをつくり、安心して働けるようにする
Ⅱ 新しい人の流れをつくる
Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

昨年 11 月には、国において、「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、人口減少に
歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住
みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本を維持することに国を挙げて取り
組むとする「地方創生」の考え方が示されましたが、これはまさに本市が、打ち出し、
目指す内容と合致するものであると考えております。
本市の「まち・ひと・しごと総合戦略」は、「新たな舞鶴市総合計画・後期実行計画」
を基本とし、重要な政策目標として「交流人口 300 万人・経済人口 10 万人」を掲げ、
第一に商工業や農林水産業、観光振興や京都舞鶴港の活性化による「安定した雇用の
創出」、第二に移住・定住の促進や教育環境等の充実による「人の流れの変化」、第三に
安心して子どもを産み育てる環境や「0 歳～15 歳」の切れ目ない教育環境づくりによる
「若い世代の希望の実現」
、第四に安心の医療やコミュニティの強化、災害に強い都市基
盤づくり、広域都市連携など「時代に合った地域づくり」の 4 つを基本的な柱として、
それぞれの分野において具体的な施策をとりまとめたものです。
また、総合戦略を推進する上では、庁内の組織体制を強化するとともに、市民の皆様
をはじめ、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体等の様々な立場から参画
いただき、地域一丸となって、総合戦略の推進に取り組んでまいりたいと考えており
ます。

Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

◇政策目標『交流人口３００万人・経済人口１０万人』
定住人口の減少抑制、交流人口の拡大により、定住人口 10 万人に匹敵するまちの活力
の実現を目指すものです。
＜平成 26 年＞

＜平成 31 年＞

定住人口

約８５，０００人

定住人口

約８３，５００人

交流人口

約２５３万人

交流人口

約３１９万人

地域消費額

約１００億円

地域消費額

約１６０億円

一人当たり消費額

約４，０００円

一人当たり消費額

約５，０００円

定住人口換算

約１１，６００人

定住人口換算

約１８，５００人

経済人口換算

約９７，０００人

経済人口換算

約１０２，０００人

『経済人口』とは、本市の定住人口に、交流人口による経済効果を定住人口に換算して得た人口
（交流人口による年間推定総消費額を定住１人当たりの地域消費額で除して算出）を加えたもの。

◇総合戦略のフォローアップ
進捗管理等における評価・検証はもとより、産官学金労等の連携の中で得られた情報、
国において開発された「地域経済分析システム」などの活用により分析したデータ等は、
随時、公表するとともに、総合戦略への反映を検討してまいります。
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舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略イメージ
“交流人口３００万人・経済人口１０万人”のまちを目指して
現 状

2015年

男 42,197
女 42,353
計 85,270

100,000
90,000
80,000

観光ブランドの浸透

海上交通の発展

高速道路網の充実

引揚資料の
世界記憶遺産申請

高専、ポリテクカレッジ、
海上保安学校、看護学
校に加え、2015年4月に
は介護・国際観光専門
学校も開校。

「赤れんが」「海・港」の
観光ブランドが浸透し、
観光入込は１０年前の約
2倍に。今後、赤れんが
倉庫一帯を整備開発。

京都舞鶴港のクルーズ
客船寄港数が飛躍的に
拡大。日韓国際フェリー
も開設見込みで、人・モ
ノの流れが大きく変化。

舞鶴若狭道、京都縦貫
道全通により全国高速
道路網に直結。海上交
通ともリンクして、人・モ
ノの流れが大きく変化。

引揚歴史資料がユネス
コ世界記憶遺産の国内
候補に決定。本登録後、
交流人口の拡大は自
明。

男(人)
女(人)

2040年

舞鶴を、活力ある地域にする（経済規模の拡大）

男 34,459
女 32,063
計 66,522

舞鶴に、留まる・帰ってくる・入ってくる（社会減の抑制）
舞鶴で、出会い・産み・育てる（自然減の抑制）
男(人)
女(人)

■定住人口（社人研推計）
■交流人口の定住人口換算 （現状のまま）

施策の投入

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる
豊かな自然や
歴史文化遺産

子育てしやすい環境

縄文丸木舟に代表され
る、今日までの人々の営
みの歴史による多くの文
化、遺産が地域の特色
に。

合計特殊出生率1.86、
待機児童ゼロ、放課後
児童クラブ全校対応、
2015年4月には「子育て
交流施設」オープン。

Ⅳ 時代に合った地域をつくり､
安心な暮らしを守る

自衛隊員等
若年男性が多い

質の高い地域医療

海上自衛隊、海上保安
庁など多くの男性若年公
務員が生活。出会いの
機会から定住へ。

公的４病院が、あたかも
一つの総合病院のよう
に連携し、高度な医療が
提供できる医療拠点。

70,000
60,000

定住人口
90歳以上
85～89歳
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

津波等災害に強い
京都舞鶴港
大規模災害時等のリダ
ンダンシー確保が可能
な、津波等の災害に強
い京都舞鶴港。

2015年

男 42,197
女 42,353
計 85,270

男(人)
女(人)

施策効果による推計

Ⅱ 新しい人の流れをつくる

施策の投入

経済人口
110,000

充実した
高等教育機関等

Ⅰ しごとをつくり、安心して
働けるようにする

活力あるまちづくり

施策効果発揮後の姿

男女偏重

社会保障・人口問題研究所推計
90歳以上
85～89歳
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

安心のまちづくり

舞鶴市のポテンシャル

定住人口
90歳以上
85～89歳
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

心豊かに暮らせるまちづくり

90歳以上
85～89歳
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

2040年

男 37,895
女 36,046
計 73,941

男(人)
女(人)

経済人口
110,000

■◆定住人口独自推計 ■交流人口の定住人口換算
社人研推計の定住人口 （人）

10万人の維持・拡大

100,000
90,000

交流人口の
拡大

80,000
70,000

連携

舞鶴医療センター
脳卒中センター、周産期サブセンター
連携

50,000

舞鶴共済病院
循環器センター

60,000

連携

定住人口の
減少抑制

50,000

連携

新たな地域医療再生計画
～進む地域医療の充実・強化～
舞鶴市民病院
療養病床
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2014年 交流人口２５３万人・経済人口９.７万人

舞鶴赤十字病院
リハビリテーションセンター

2018年 交流人口３００万人・経済人口１０万人

2019年～ 経済人口１０万人の維持・拡大

舞鶴市まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標と基本的方向
Ⅰ しごとをつくり、安心して働けるようにする
１ 日本海側拠点港「京都舞鶴港」を活かした産業の振興
(1)多目的国際ターミナル・舞鶴国際ふ頭を核とした物流の拡大
(2)関西における日本海側の玄関口・京都舞鶴港を活かした人流の拡大
(3)日本海側における地理的優位性を活かした国際フェリー航路の開設
(4)日本海側拠点港の充実

２ 「赤れんが」「海・港」を核とした観光産業の振興によるビジネス創出と観光消費の拡大
(1)旧海軍にゆかりのある地域資源の観光ブランド化の促進
(2)着地型観光の振興による新たな魅力の発信とホスピタリティの醸成
(3)「海の京都観光圏」を中心とする広域連携による観光地域づくり
(4)全国規模のスポーツ大会開催、オリンピック等国際大会の合宿誘致
(5)「道の駅」をはじめとする安心して観光できる案内機能の充実
(6)観光地への交通アクセスの強化
(7)観光プロモーション活動の推進
(8)外国人観光客の誘致

３ 歴史・文化都市創造への取組
(1)赤れんがと海・港が織りなす美しく舞鶴らしい景観づくり
(2)城下町の歴史資源等の活用によるまちづくり
(3)「ユネスコ世界記憶遺産」登録を目指す「引揚史実」の伝承
(4)近代化遺産の保存・活用と「日本遺産」認定の推進
(5)文化資源の活用によるまちづくりと市民文化の振興

４ ものづくりをはじめとする商工業の振興による経済規模の拡大
(1)中小企業の経営基盤強化の支援
(2)新たなブランド事業の創出・新たな挑戦の促進
(3)中心市街地における商業機能の活性化
(4)企業誘致の推進

５ ブランド力の高い農林水産業の振興による経済規模の拡大
(1)地域資源を活用した全国ブランドの創出
(2)農水産物の付加価値を高めブランド化を図る新たな取組
(3)農林水産業経営の活性化支援
(4)農山漁村ビジネスの振興と６次産業化の促進
(5)有害鳥獣対策

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
１ 安心して子どもを産み育てることができる環境の充実
(1)人口特性に応じた、出会いからの家庭づくり支援
(2)保育サービスの充実
(3)仕事と家庭の両立支援のための預かりサービスの充実
(4)ワーク・ライフ・バランスの啓発
(5)安心して出産し、子どもが健やかに育つための支援
(6)子育て交流施設を核とした「あそび」と「交流」の推進
(7)成長や発達に支援が必要な子ども施策の充実
(8)幼稚園への支援と環境整備

２ 夢に向かい、力づよく社会を生き抜く力を育む質の高い教育環境づくり
(1)子どもたちの夢の実現を支えるための取組
(2)小中一貫教育の推進
(3)不登校・いじめ対策
(4)ふるさと学習の推進
(5)教職員の資質能力の向上
(6)学校と家庭・地域の連携を図り、地域を挙げた教育の展開
(7)ゆとりとうるおいのある地域に親しまれる教育環境づくりの推進

Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
１ 定住環境向上への取組
(1)舞鶴版コンパクトシティの形成
(2)心豊かに住み続けられる加佐づくり
(3)うるおいと安らぎのある公園や広場の整備
(4)公共交通の確保と利用促進

２ 都会並みの質の高い地域医療の確保とスマートウェルネスシティの形成
(1)公的４病院があたかも一つの総合病院として機能し、高度医療が提供できる医療拠点を構築
(2)公的４病院の電子情報共有化の構築とデータを活用した医療・健康増進施策の実現
(3)高齢者が生き生きと生活できる環境づくり
(4)生涯学習の推進と環境整備
(5)生涯スポーツの推進と環境整備

３ 自助・共助による地域コミュニティづくり

Ⅱ 新しい人の流れをつくる
１ 高齢者と若者のクロスシフトによる移住・定住の促進
(1)移住希望者に対する相談窓口機能の強化
(2)空き家を有効に活用した多様で良質な住宅ストックの形成
(3)農山漁村への移住の促進

２ 高校・高等教育期の人材育成を支える環境づくり
(1)地元の雇用ニーズを踏まえたものづくり人材の育成
(2)修学から雇用まで一貫した介護人材の育成
(3)特色ある教育環境づくり

３ 求人・求職ニーズに応じた雇用の確保・安定と働きやすい環境づくり
(1)求職者への支援・情報提供の充実
(2)働きやすい環境づくりの支援
(3)障害のある人の一般就労の拡大
(4)退職自衛官等の地元再雇用の推進

(1)市民主体の地域づくり活動の推進
(2)地域ネットワーク活動の促進による地域福祉力の向上
(3)犯罪や事故、トラブルのない地域の形成
(4)市民防災力の強化・向上
(5)消防団活動の充実

４ 危機対応力の強化と強い都市基盤づくり
(1)円滑な地域づくりを支える道路の整備
(2)災害対応力の充実強化
(3)治水対策の促進

５ 環境都市創造への取組
(1)低炭素社会の実現
(2)循環型社会の確立
(3)自然との共生社会の確立

６ 広域都市連携による特色あるまちづくり
(1)京都府北部地域連携都市圏の形成
(2)隣接都市圏との連携
(3)旧軍港４市の連携
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基本目標

・交流人口入込数：253万人(H26)

⇒ 319万人(H31)

・交流人口地域消費額：約100億円 (H26)

１ 日本海側拠点港「京都舞鶴港」を活かした産業の振興
多目的国際ターミナル・舞鶴国際ふ頭を核とした物流の拡大

⇒ 約160億円 (H31)

２ 「赤れんが」「海・港」を核とした観光産業の振興による
ビジネス創出と観光消費の拡大
旧海軍にゆかりのある地域資源の観光ブランド化の促進
着地型観光の振興による新たな魅力の発信とホスピタリティの醸成

関西における日本海側の玄関口・京都舞鶴港を活用した
人流の拡大

「海の京都観光圏」を中心とする広域連携による観光地域づくり
外国人観光客の誘致
おもてなしの充実
プロモーション活動の強化

観光プロモーション活動の推進
観光産業に関わる人材の育成
日本海側拠点港の充実

全国規模のスポーツ大会開催、オリンピック等国際大会の合宿誘致

日本海側拠点港における地理的優位性を活かした
国際フェリー航路の開設

「道の駅」をはじめとする安心して観光できる案内機能の充実
観光地への交通アクセスの強化

リダンダンシーの役割

案内サイン、WEBサイト情報や免税店舗機能の充実

まちの特性を活かした産業の活性化

歴史・文化の伝承・発信
３ 歴史・文化都市創造への取組
赤れんがと海・港が織りなす美しく舞鶴
らしい景観づくり
城下町の歴史資源等の活用によるまちづくり
「ユネスコ世界記憶遺産」登録を目指す
「引揚史実」の伝承
歴史文化資源に関する情報の発信
近代化遺産の保存・活用と「日本遺産」
認定の推進
文化資源の活用によるまちづくりと
市民文化の振興
伝統行事や民俗芸能の継続・復活
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仕事があり、誇りの持てるまちづくり
地場産業（商工業）を強化
４ ものづくりをはじめとする商工業の
振興による経済規模の拡大
中小企業の経営基盤強化の支援
新たなブランド事業の創出・
新たな挑戦の促進

特色ある観光ブランドづくり

もうかる一次産業
５ ブランド力の高い農林水産業の振興による経済
規模の拡大
地域資源を活用した全国ブランドの創出
農水産物の付加価値を高めブランド化を図る
新たな取組
農林水産業経営の活性化支援
農山漁村ビジネスの振興と６次産業化の促進
農山漁村ビジネスの支援
有害鳥獣対策

連携の強化、金融施策の充実
次代のリーダーのやる気を支援
企業誘致の推進
中心市街地における商業機能の活性化
空き店舗対策の実施

Ⅰ しごとをつくり、安心して働けるようにする

１．日本海側拠点港「京都舞鶴港」を活かした産業の振興
施策概要・目的
高速道路網の延伸、舞鶴国際ふ頭の供用、重点港湾の指定、日本海側拠点港の選定等、京都舞鶴港が持つ様々な優位性を活かし、物
流・人流の活性化や国内外との貿易量の拡大に取り組むとともに、港の賑わいを創出することにより、東アジア地域や国内諸地域の活力
の積極的な導入による産業の振興を図ります。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)多目的国際ターミナル・舞鶴国際ふ頭を核とした物流の拡大
京都舞鶴港の背後圏に立地する企業への集荷活動を強化し、新規貨物の開拓を図る
とともに、新規航路の開設や既存定期航路の活性化を促進します。
また、対岸諸国における物流調査の実施や現地での京都舞鶴港ＰＲセミナーなどの
プロモーション活動を強化します。

■コンテナ年間貨物取扱量

9,082TEU

16,000TEU

■クルーズ客船の寄港回数
■京都舞鶴港からの観光客数

15回
15,378人

22回
22,000人

―
―

20,000人
2,500TEU

1,075万ｔ

1,300万ｔ

(2)関西における日本海側の玄関口・京都舞鶴港を活かした人流の拡大
クルーズ客船の寄港を誘致し、近隣・周辺地域からの集客はもとより、国内遠方や
外国からの観光誘客により、物資調達、飲食、土産品購入等による地域経済の活性化
と、客船の見学者増加による港の賑わいを創出します。また、港からまちなかへの回
遊性を高め、おもてなしによる経済活動を促進します。

(3)日本海側における地理的優位性を活かした国際フェリー航路の開設
京都舞鶴港への国内アクセスの充実と、韓国東岸・ロシア極東と日本海側を結ぶ地
理的優位性を発揮し、国際フェリー航路を開設することにより、スピードを生かした
物流・人流双方の増加を図ります。

■国際フェリー旅客数
■国際フェリー貨物量

(4)日本海側拠点港の充実
日本海側拠点港選定を受けた「国際海上コンテナ」、「国際フェリー・国際ＲＯＲ
Ｏ船」、「外航クルーズ（背後観光地クルーズ）」の３つの機能における計画の実現
に取り組み、京都舞鶴港が東アジア地域と関西経済圏を結ぶゲートウェイとして、ま
た、災害時における関西の海上輸送を支援するリダンダンシーの役割を一層果たせる
よう、機能の充実を図ります。

H27実施事業
●京都舞鶴港クルーズ推進事業
●国際交流活動推進事業
●京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業
●京都舞鶴港振興会等補助

■取扱貨物量（トン）

担当部門
産業振興部
観光まちづくり室
みなと振興・国際交流課
観光商業課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
１ 京都舞鶴港を活かした産業の振興
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２．「赤れんが」「海・港」を核とした観光産業の振興によるビジネス創出と観光消費の拡大
施策概要・目的
「まいづる観光ブランド戦略」に基づく「赤れんが」と「海・港」を核とし、地域を挙げたおもてなしの心の醸成により、来訪者の満
足度を高め、交流人口の拡大、観光消費の増大により、総合産業として広い裾野を持つ観光産業の振興を図り、次世代のリーディング産
業へと発展させます。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)旧海軍にゆかりのある地域資源の観光ブランド化の促進
海上自衛隊の所有する海軍記念館や旧東郷邸、ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事
業所の舞鶴館（旧舞鶴海軍工廠本館）などは、旧海軍時代からの歴史の中で、地域が
大切に守ってきた貴重な地域資源であり、それらを個性的な観光コンテンツとしてブ
ランド化を促進します。

■海軍ゆかりの港めぐり遊覧船
乗客数
■自衛隊施設見学者数

11,363人
73,000人

20,000人
150,000人

10回

15回

231万人

298万人

０回

１回

(2)着地型観光の振興による新たな魅力の発信とホスピタリティの醸成
合同会社まいづる広域観光公社による地域資源を活用した着地型ツアーの実施を支
援し、観光客の満足度及びリピーター率の向上を図るとともに、「観光産業」のリー
ディング産業化に向けて、民間事業者の自立性を高めます。また、観光客に対する地
域全体での『おもてなし』を向上するため、舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校等とも連
携し、観光ボランティアガイドや観光産業に関わる人材の育成に努めます。

■観光講座実施回数

(3)「海の京都観光圏」を中心とする広域連携による観光地域づくり
京都府北部５市２町で構成する「海の京都観光圏」による観光地域づくりを進め、
世界に発信できるブランドを確立するとともに、若狭地域等とも広域的に連携し、長
期滞在可能なブランド観光地域となることを目指します。
さらに、府北部５市２町の連携都市圏において、各地域の歴史文化や自然等の特色
を活かした人口30万人規模の都市圏の広域観光の取組を進めます。

■観光入込客数

(4)全国規模のスポーツ大会開催、オリンピック等国際大会の合宿誘致
全国高校総体レスリング競技の開催を契機とし、レスリング競技等の全国大会やオ
リンピック等国際大会の合宿を誘致するなど、スポーツ交流を促進し、スポーツを軸
とした地域の活性化と交流機会の拡大を図ります。
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■全国規模のスポーツ大会開催
回数

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(5)「道の駅」をはじめとする安心して観光できる案内機能の充実
重点「道の駅」候補に選定され、京都舞鶴港の玄関口でもある「舞鶴港とれとれセ
ンター」をはじめとして、「赤れんがパーク」、「観光ステーション」、「東舞鶴駅
観光案内所」の観光案内機能及び免税店舗機能の充実を図るとともに、外国語表記等
により案内サインやＷＥＢサイト情報を充実し、観光客の利便性の向上を図ります。

■「道の駅」観光入込客数

777,000人

1,000,000人

6,871人(H26)
1,810枚(H25)

14,000人
3,700枚

12回(20日)
(H25基準)

15回(25日)

6,886人

8,846人

６店舗

12店舗

(6)観光地への交通アクセスの強化
市内及び周辺地域の観光施設のネットワーク化及び観光客の利便性の向上を目的と
して、周遊観光バスの運行事業や観光客向けタクシー事業等により、２次アクセスを
充実させ、広域からの観光客の誘致につなげます。

■周遊観光バス利用者数
■かまぼこ手形販売枚数

(7)観光プロモーション活動の推進
広域交通や高速道路によるアクセスが向上する京阪神地域はもとより、オンリーワ
ンの地域資源については首都圏等へ積極的にプロモーション活動を推進することによ
り、観光都市としての認知度を高め、滞在型観光誘客に努めます。

■市外での観光プロモーション
回数

(8)外国人観光客の誘致
京都舞鶴港に寄港する外航クルーズ客船の増加や国際フェリーの就航、アジア地域
を中心とする訪日観光ニーズの高まりを踏まえ、舞鶴の魅力を国際的にも広く発信す
るとともに、日本人観光客はもとより外国人観光客のニーズも踏まえた宿泊機能の強
化や市内事業者の免税店舗化対応への支援等を通じて受入体制を整え、消費・購買力
の高い外国人観光客の誘致に努めます。

H27実施事業
●着地型観光推進事業
●観光産業育成支援事業
●海の京都観光推進事業
●全国高校総体開催
●ジュニアクイーンズカップ選手権大会開催費補助
●周遊観光バス運行事業費補助
●舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○自衛隊と連携した地域資源の観光ブランド化事業（H26）
○北近畿タンゴ鉄道リニューアル整備事業費補助（H26）
○道の駅観光戦略拠点化事業（H26）

■外国人観光宿泊客数

■免税店舗の充実

担当部門
産業振興部
観光まちづくり室
観光商業課
文化振興課
教育振興部
スポーツ振興課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
４ 観光産業の振興によるビジネスチャンス
の創出と観光消費の増大
第２節 魅力あるまちへのイノベーション
４ 観光都市としての魅力づくりと発信

企画管理部
企画室 企画政策課
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Ⅰ しごとをつくり、安心して働けるようにする

３．歴史・文化都市創造への取組
施策概要・目的
先人が築き上げた宝である舞鶴固有の豊富な歴史文化資源を保存・活用し、まちの個性の形成に取り組みます。
また、人々にゆとりや安らぎ、生きる励みをもたらす文化は、心豊かに暮らせるまちにおいては必要不可欠であり、市民による多様な
文化活動の自主性を尊重しながら、それらの活動が活発に行えるよう支援します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)赤れんがと海・港が織りなす美しく舞鶴らしい景観づくり
赤れんがパーク周辺から潮路通り周辺までの「赤れんが」「海・港」エリア一帯の
開発に向けた取組を推進します。
海軍ゆかりの個性ある街並みや建造物は舞鶴を特徴づける貴重な財産であり、その
調査研究を進め、保全・活用方策を検討します。
本市の観光戦略拠点として位置付けている赤れんがパークのブランド力の向上を図
り、交流人口と観光消費の拡大を図ります。

■赤れんがパーク入込客数

360,000人

550,000人

20件

120件(累計)

■教育旅行による来館団体数

50団体

75団体

■歴史文化基本構想の策定

未策定

策定済

(2)城下町の歴史資源等の活用によるまちづくり
城下町の歴史資源を知る取組を実施するとともに、芸屋台の復元と常設展示が可能
な施設の建設を支援します。
先人から引き継いだまちの宝である文化財の保存と活用を積極的に推進するととも
に、自治会等が行う文化財保全事業や次世代への継承事業を支援します。
田辺城城下町や赤れんが建造物など舞鶴固有の歴史文化資源を継承・発展させるた
め、歴史文化資源の掘り起こし活動や歴史文化ボランティア活動を支援します。また、
歴史文化資源や歴史人物等に関する情報の発信に努めます。

■文化財保全事業等への支援件数

(3)「ユネスコ世界記憶遺産」登録を目指す「引揚史実」の伝承
ユネスコ世界記憶遺産登録を視野に入れ、舞鶴引揚記念館の展示、運営、施設を充
実させるとともに、創造的な事業を活発に展開し、平和のメッセージを広く発信する
拠点としての機能の拡充を図ります。
また、海外引き揚げと強制抑留の史実を次世代に伝えていくため、平和学習・教育
旅行の誘致を進めます。

(4)近代化遺産の保存・活用と「日本遺産」認定の推進
未活用の歴史的文化資源について調査研究し、歴史文化基本構想を策定するととも
に、旧海軍遺産等の歴史的資源を中心とした本市の伝統文化を語るストーリーが「日
本遺産」に認定されることを目指します。
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具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(5)文化資源の活用によるまちづくりと市民文化の振興
文化振興基本指針に基づき、「すべての市民が文化を楽しみ、創造できるまち 舞
鶴」、「まちを誇りに思い、愛着が感じられる文化都市 舞鶴」を目指し、文化振興
施策を推進します。
また、文化活動を行う団体、企業、ＮＰＯ、ボランティア等の多様な主体が相互に
交流・連携できるよう支援するとともに、地域コミュニティの醸成に寄与する地域の
伝統行事や民俗芸能の継続および復活を支援します。

H27実施事業
●赤れんがパーク賑わい創出事業
●地方創生拠点整備事業
●舞鶴赤れんがブランディング事業
●引揚記念館整備事業
●記憶遺産プロモーション事業
●引揚の史実継承事業
●海外引揚70周年記念事業
●文化施設整備事業
●文化財保全事業費補助
●文化のまちづくり推進事業
●文化の仕掛人配置事業
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○歴史文化基本構想策定事業（H26）

■無形文化財の保全事業への支援
件数

担当部門
企画管理部
企画室 企画政策課
産業振興部
観光まちづくり室 文化振興課
教育振興部
社会教育課
建設部
土木課

８件

60件（累計）

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第２節 魅力あるまちへのイノベーション
３ 歴史・文化都市創造への取組
４ 観光都市としての魅力づくりと発信
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Ⅰ しごとをつくり、安心して働けるようにする

４．ものづくりをはじめとする商工業の振興による経済規模の拡大
施策概要・目的
造船業をはじめとする長年培われてきたものづくりの技術をはじめ、商工業者の特長を活かした経営基盤の強化や新事業への展開、人
材育成に対する支援、基盤整備の充実に加え、新しい風を吹き込む企業誘致を推進することにより、経済規模の拡大を図ります。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)中小企業の経営基盤強化の支援
地域産業の振興には、中小企業の基盤強化等が必要不可欠であることから、市内中
小企業者が取り組む経営基盤強化、経営革新等に対する市独自の金融施策の充実や専
門家の派遣などによる個別支援事業を実施します。
また、商工会議所、中小企業団体中央会、金融機関等、関係機関の連携を強化し、
中小企業の経営基盤強化、創業者支援等を一体的かつ機動的に支援します。

■経営基盤強化等各種セミナー
回数

６回

10回

13事業所
16事業所

20事業所/年
30事業所/年

8,000人

12,000人

10人

100人

(2)新たなブランド事業の創出・新たな挑戦の促進
新技術・新商品の開発、販路開拓等、商品開発の段階から販路確保に至るまで、資
金面等における一貫した支援を行い、リーディング産業チャレンジファンド採択事業
をはじめとした新たなブランド事業や市内産業をリードする事業を創出します。
また、地域産業に新たな活力を生み出す「創業」・「第二創業」を促進するため、
創業に要する知識やノウハウを学ぶ場の提供や、創業に役立つ情報発信の強化、創業
に係る負担軽減等を行うとともに、次代のリーダーとなる若い経営者のやる気を支援
し、新たな事業展開等に向けた取組を発掘、支援します。

■市制度活用による創業事業所数
■新たな商品開発に取り組む
事業所数

(3)中心市街地における商業機能の活性化
地域の実態に応じ、中心市街地の機能向上や活性化に向けた取組を促進するととも
に、商業施設等の立地に適正に対応します。
また、空き店舗対策を含めた商店街対策を実施するとともに、商店街事業者が意欲
的に取り組む商品開発、販路開拓、情報発信等の活動を支援し、商店街個店のさらな
る魅力向上に向けた取組により、商店街全体の魅力の向上と活性化を図ります。

■来街目的の創出による新たな
来街者数

(4)企業誘致の推進
立地規模や操業段階に応じた段階的な助成をはじめとする企業ニーズに応じたイン
センティブを充実させ、企業誘致を推進します。
また、各種手続や事業の新規展開などのワンストップサービスの体制を整備し、既
存企業・事業者との連携の橋渡しなどにより、誘致企業と市内中小企業の持続的発展
を支援します。
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■新増設企業における地元新規
雇用者数

H27実施事業
●中小企業融資制度事業
●まいづる元気産業創出事業
●商店街創業促進支援事業
●企業誘致実現プロジェクト事業
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○地域を担うリーディング産業支援事業（H26）
【緊急的取組（消費喚起・生活支援型）】
○地域住民生活等緊急支援商品券発行事業（H26）

担当部門
産業振興部
企業立地・雇用促進課
観光まちづくり室 観光商業課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
２ 商工業の振興による経済規模の拡大
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Ⅰ しごとをつくり、安心して働けるようにする

５．ブランド力の高い農林水産業の振興による経済規模の拡大
施策概要・目的
豊富で多様な農水産物を活かし、ブランド化やイメージアップによる販売拡大、経営の組織化など、食を支える人材の育成支援、生産
拡大や効率化のための基盤整備に取り組み、「食」による産業の振興を図ります。
また、生産者と地域や企業、高等教育機関などとの業種を超えた連携を支援するとともに、「海・港」、「商工業」、「食」、「環
境」をつなぎ、新たな価値を創造することにより、経済規模の拡大を目指します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

■地域ブランドキャンペーン事業数

７事業

11事業

■｢舞鶴の旬の特鮮さかな」提供店
舗数
■京のブランド産品認定件数
■万願寺甘とうの栽培面積
■ふるさと舞鶴アグリブランドの推
奨品数

35店舗

40店舗

３品
617a
28品

７品
850a
43品

■間伐材搬出量
■林業労働者人数
■木質バイオマスボイラー設置施設
数
■竹資源の利用用途の開発件数
■アサリ漁獲量
■ナマコ漁業の就業者数

1,300㎥
７人
―

4,800㎥
12人
10施設

―
１ｔ
123人

５件
20ｔ
132人

(1)地域資源を活用した全国ブランドの創出
生産者や事業所、店舗、市民、行政などが、それぞれの特性を活かした連携により、
素材の掘り起こしやメニュー開発に取り組むとともに、新たな「食」の地域ブランド
や舞鶴グルメの創出について発信します。
また、情報集積地である首都圏において、舞鶴をはじめとする「海の京都」エリア
の「食」の魅力の情報を発信し、優れた地元食材の周知を図るとともに、地元食材の
提供、飲食店舗の認定制度を創設し、店舗を含めた「食」のブランド力向上を促進し
ます。

(2)農水産物の付加価値を高めブランド化を図る新たな取組
「特別栽培米」や日本酒の原料となる「酒造好適米」など、消費者・需要者のニーズ
に応じた売れる米づくりや、「万願寺甘とう」や「茶」をはじめとする舞鶴の特産農
産物の生産量の拡大に向けた生産施設整備等を支援します。
また、舞鶴の農家がこだわりを持って作る農産物を「ふるさと舞鶴あぐりブランド
推奨品」として認定するとともに、「京のブランド産品」への舞鶴の農水産物の認定
と販路拡大を支援します。
さらに、舞鶴のさかなの販売拡大を図るために、「舞鶴の旬の特選さかな」提供店
の周知やＰＲイベント等への参画を通じて、「舞鶴のさかな」のイメージアップを図
るとともに、ＭＳＣ漁業認証（エコラベル）を取得しているアカガレイの販売拡大と
価格向上のために行うＰＲ活動等を支援します。

(3)農林水産業経営の活性化支援
林業の活性化を図るため、間伐をはじめとする造林事業や森林作業道の整備、森林
組合が実施する森林整備の啓発・研修、林業に関する研究活動等を支援します。
また、市の森林面積の約７割を占める天然林及び放置竹林を豊富な森林資源として
有効活用するため、その活用方法について関係団体・機関等とともに検討します。
さらに、需要の拡大により価格が上昇しているナマコや資源が減少しているアサリ
の増殖技術の開発を進め、天然種苗や漁場改善などによる増殖を支援するとともに、
京都府漁協が取り組む「浜の活力再生プラン」の推進を支援します。
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具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(4)農山漁村ビジネスの振興と６次産業化の促進
農山漁村の経済的自立のため、農漁家民宿の開業や加工品の開発、農山漁村体験事
業の実施など、生産から販売までを融合した６次産業化を図ることにより、農山漁村
ビジネスの取組を支援します。

■農家民宿開業件数
■農山村体験事業件数

―
２件

５件
12件

933万円
８人

500万円
15人

(5)有害鳥獣対策
有害鳥獣による農作物被害を防止するため、防除と捕獲を両輪とした対策を積極的
に推進し、農家の営農意欲の向上を図ります。

H27実施事業
●万願寺甘とう振興事業
●佐波賀だいこんブランド化推進事業
●特別栽培米生産振興事業費補助
●まいづるお魚普及事業
●京の水田農業総合対策事業費補助
●高付加価値農業生産拠点(ハウス団地)構想検討調査事業
●災害に強い農場拡大支援事業費補助
●農村復興地域づくり支援事業費補助
●農村集落活性化支援事業費補助
●地域活動支援事業費(農地費・林業振興費・林道開設費)
●災害に強いハウス用地整備事業費補助
●竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助
●アサリ資源増殖対策事業
●漁業体質強化支援事業費補助
●舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業
（食のブランド力向上プロジェクト）
●有害鳥獣被害防止対策事業
●中丹地区有害鳥獣処理施設管理運営費負担金
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○共同利用施設設置事業費補助（H26）

■有害鳥獣による農作物被害金額
■狩猟免許新規取得者人数

担当部門
産業振興部
農林課
水産課
観光まちづくり室

観光商業課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
３ 農林水産業振興による経済規模の拡大
４ 観光産業の振興によるビジネスチャンス
の創出と観光消費の増大
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Ⅱ 新しい人の流れをつくる
基本目標

・定住人口減少の抑制：88,669人(H26) ⇒ 82,955人(H32)
（社人研推計では81,890人）
地元で育ち、地元で就労
人が留まるまち・戻ってくるまち・さらに選ばれるまちへ

・若年層の地元定着率の増加：0.97（H22） ⇒ 1.01（H32）

1 高齢者と若者のクロスシフトによる移住・定住の促進
移住希望者に対する相談窓口機能の強化

空き家を有効に活用した
多様で良質な住宅ストックの形成

空き家の
有効活用

移住情報
の発信

移住促進ポータルサイトの開設

農山漁村への移住の促進
市街地の空家改修へ補助

就農・就漁
促進

職に繋がる
人材育成

雇用の
ミスマッチ
の解消

舞鶴市加佐地域農業農村活性化センターによる
農業・農村活性化のワンストップ窓口対応

2 高校・高等教育期の人材育成を支える環境づくり
地元の雇用ニーズを踏まえたものづくり人材の育成

舞鶴工業高等専門学校、
ポリテクカレッジ京都等との連携

3 求人・求職ニーズに応じた雇用の確保・安定と働きやすい環境づくり

観光人材の育成

修学から雇用まで一貫した人材の育成

市の内外に
働く場の情報を発信

退職自衛官等の地元再雇用の推進
障害のある人の一般就労の拡大

（Ｐ）

特色ある教育環境づくり
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求職者への支援・情報提供の充実
働きやすい環境づくりの支援

看護・介護人材の育成

Ⅱ 新しい人の流れをつくる

１．高齢者と若者のクロスシフトによる移住・定住の促進
施策概要・目的
都市圏から地方への移住ニーズの高まりを受け、市外からの移住希望者に、舞鶴での仕事、子育て、住宅、教育、文化、福祉など、暮
らしに必要な情報をワンストップできめ細かに提供できる仕組みを構築するとともに、生活の利便性や公共交通の快適さを求めた高齢者
による街なか居住、農産漁村へ移住する若者の希望をかなえるための環境整備に取り組みます。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)移住希望者に対する相談窓口機能の強化
市内への移住・定住希望者に対し、仕事、子育て、住宅、教育、文化、福祉など、
暮らしに必要な情報を広く発信するためのポータルサイトを設置するとともに、ワン
ストップ窓口を設置し、移住と定住をきめ細やかに支援します。

■ポータルサイト閲覧件数
■ワンストップ窓口への相談者数

－
－

10,000件
10人

■空き家改修補助制度の利用件数

－

10件

25人
３件
－
－

37人
20件
18世帯(累計)
22人(累計)

(2)空き家を有効に活用した多様で良質な住宅ストックの形成
舞鶴市住生活基本計画の理念に基づき、過疎化、高齢化、空洞化等により増加して
いる空き家ストックを魅力ある住宅ストックとして円滑に供給・流通するよう促進す
るほか、ひとり暮らし世帯、子育て世帯、高齢者世帯への適切な居住環境の提供に努
め、定住を促進します。

(3)農山漁村への移住の促進
農山漁村における空き家紹介や改修の支援、さらに自治会と連携した受入支援体制
づくりを推進し、高齢化が進む農山漁村集落の活性化のための新住民の受入、新規就
農・漁業就業者や田舎暮らし希望者の移住を支援します。
また、将来の漁業や漁村を支える人材を育成する「海の民学舎」の修了生の舞鶴に
おける漁業就業や、定置網会社などに勤務する若い漁業就業者が、新たに釣・延縄や
採貝藻などの自営漁業を開始するための初期設備導入などを支援します。

H27実施事業
●集落営農組織等担い手育成支援事業
●農地集積・集約化推進事業
●田舎の魅力体感推進事業
●農村移住者受入促進事業
●青年就農給付金
●漁業担い手育成支援事業
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○定住促進まちなかエリア空き家再生事業費補助（H26）

■新規就農者数
■空き家の活用件数
■農山漁村への移住世帯数
■新規自営漁業者数

担当部門
企画管理部
企画室 企画政策課
建設部
都市計画課
産業振興部
農林課
水産課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
３ 農林水産業振興による経済規模の拡大
第２節 魅力あるまちへのイノベーション
１ 定住環境向上への取組
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Ⅱ 新しい人の流れをつくる

２．高校・高等教育期の人材育成を支える環境づくり
施策概要・目的
舞鶴市内には特色ある数多くの教育機関が存在し、市内外の多くの若者の教育・育成・訓練のみならず、市民生活や産業振興、地域づ
くりなど、地域社会との様々な関わりを通じてまちの発展に大きく寄与しています。
このため、これら教育機関の特色をさらに活かせるよう、地域全体で支援するとともに、各学校の魅力や特色を、子ども・保護者をは
じめ幅広く市民に情報発信し、舞鶴に住み、将来の舞鶴を担う、地域に誇りと愛着をもつ人材を育成します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)地元の雇用ニーズを踏まえたものづくり人材の育成
造船関連技術をはじめとする市内企業による専門技術職の雇用ニーズが高まる中、
舞鶴工業高等専門学校、ポリテクカレッジ京都等の高度な専門技術を有する人材を養
成する高等教育機関等と連携し、ものづくりに関わる若い世代を本市の「たから者」
として育成します。

■市内高等教育機関等の就職者の
市内就職率

32％

46%

■介護福祉士育成修学資金の利用
者数

14人

20人

■地元定住意識のある市内高校生
の割合

35％

50％

(2)修学から雇用まで一貫した介護人材の育成
京都府北部で不足する介護福祉人材を育成・確保するため、舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉
専門学校や就業支援センター等と連携し、修学から雇用まで一貫した支援体制を構築
します。
また、人材育成と並行して、ＵＩＪターンによる介護福祉人材の確保にも努めます。

(3)特色ある教育環境づくり
市内の各高等教育機関等がそれぞれの特色を活かし、地域社会との連携によりふる
さとへの愛着を育む中で、将来の舞鶴における各分野のリーダーを育成するため、教
育、スポーツ、文化等の振興による教育環境の充実を支援します。

H27実施事業
●ものづくり「たから者」育成奨学金
●介護人材確保支援事業
●特色ある教育環境づくり支援事業
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担当部門
産業振興部
企業立地・雇用促進課
福祉部
福祉企画課
企画管理部
企画室 企画政策課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
２ 商工業の振興による経済規模の拡大
第２章 みんなで支え合う地域づくり戦略
第１節 支え合いの基礎となる家庭の構築と生
活の支援
５ 総合的な福祉サービスの充実
第３章 次代を担う人材の育成戦略
第１節 次代を担う人材を育成する環境づくり
３ 高校・高等教育期の人財育成を支える環
境づくり

Ⅱ 新しい人の流れをつくる

３．求人・求職ニーズに応じた雇用の確保・安定と働きやすい環境づくり
施策概要・目的
求職者に対する様々な就職支援を進めるとともに、新卒者等若年者の地元での就職や定着を図ります。
また、企業等による「いつまでも働き続けることができるための環境整備」を支援します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)求職者への支援・情報提供の充実
国（ハローワーク等）、府（京都ジョブパーク等）と連携して運営する就業支援セ
ンターを拠点として、市内の企業情報を様々な求職者へ提供することによりきめ細や
かな雇用マッチングを進めるとともに、各種セミナーなどを実施して、雇用機会の拡
大を図ります。

■就業支援センター来所者の就職
件数

310人

500人

■子育てしながら働き続けられる
職場環境づくりの啓発活動
（企業・事業所訪問回数）

-

50回╱年

■福祉施設から一般就労への移行
者数

６人

６人

■退職自衛官の市内再雇用者数

29人

35人

(2)働きやすい環境づくりの支援
社内保育所の設置や職場復帰のための環境づくりなど、就業環境の改善に取り組む
企業を支援します。

(3)障害のある人の一般就労の拡大
様々な業種の企業と、福祉事業所、市内の関係機関が連携できる組織づくりを進め、
障害者の雇用・就労に関わる企業間や企業と福祉事業所間の連携強化を図ることによ
り、支援体制を充実するとともに、多様な働き方を選択できる環境が整うよう、企
業・事業所の開拓・確保を行い、働く場の創出に努めます。

(4)退職自衛官等の地元再雇用の推進
自衛隊と地域コミュニティとの連携をはかる中、民間企業と比較して早期に定年や
任期満了を迎える退職自衛官の地元での再就職を促進し、転出者の抑制を図ります。

H27実施事業
●緊急雇用創出（地域人づくり）事業
●就業支援センター運営
●障害者就労支援推進調査事業

担当部門
産業振興部
企業立地・雇用促進課
福祉部
障害福祉・国民年金課
企画管理部
企画室 企画政策課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第１節 働く場の創出と地域経済の安定的成長
６ 雇用の確保・安定と働きやすい環境づくり
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Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
基本目標

・合計特殊出生率：1.86人(H22)／年 ⇒

2.07人(H42)／年

・有配偶率：(男)60％ (女)58.5％ (H22)

１ 安心して子どもを産み育てることができる環境の
充実
出会い

結婚

出会いからの家庭づくりの支援
～婚活事業～
安心して出産し、子どもが健やかに育つ
ための支援
～不妊・不育治療への支援～
～妊婦健康診査、育児準備教室、
乳幼児健康診査など～

妊娠・
出産

育児
仕事と
家庭

２ 夢に向かい、力づよく社会を生き抜く力を育む質の
高い教育環境づくり
子どもたちの夢の実現を支えるための取組
～夢チャレンジサポート事業～

小中一貫教育の推進
義務教育9年間を見通した一貫性のある
学習指導・生徒指導、小中学校の円滑な
接続を目指す

不登校・いじめ対策
子育て世帯の経済的負担の軽減
～医療費助成、第3子以降の保育料無償化など～
仕事と家庭の両立支援のための預かり
サービスの充実
ワークライフバランスの啓発

保育・幼児
教育
保育サービスの充実
～延長保育、障害児保育、病児保育などの充実～
～休日、夜間保育など新たな保育サービスの実施など～
子育て交流施設を核にした「あそび」「交流」の推進
～全天候型の子育て交流施設～

学校生活への復帰と社会的自立を支
援するための教育支援センターでの
相談、指導。

ふるさと学習
の推進
地域人材等の活用により地域らしさを活かした特色
ある学校づくり、教育活動の推進
「引揚の史実」の学習をはじめとしたふるさとの学習

教職員の資質
能力の向上

引揚記念館での学習

公開授業や校内研修の充実、若手教員の
授業力・指導力向上

新しい子育て交流施設

学校と家庭・地域の連携を図り、
地域を挙げた教育の展開

成長や発達に支援が必要な子ども施策の充実

～コミュニティスクール等～

幼稚園への支援と環境整備
～質の高い幼児教育の提供、幼少中の一環教育
の研究など～

ゆとりとうるおいある地域に
親しまれる教育環境づくりの推進
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⇒ (男)62％ (女)60％ (H31)

～校舎等の増改築・改修事業～

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

１．安心して子どもを産み育てることができる環境の充実
施策概要・目的
子どもを安心して産み育てることが出来る環境や、子ども一人ひとりが尊重され、豊かな育ちが実感できる環境づくりを推進します。
また、乳幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であり、遊びや生活などを通し、子どもの主体的・自発的な活動を促
し、様々な可能性を持つ子どもが育つような環境づくりを推進します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)人口特性に応じた、出会いからの家庭づくり支援
未婚率の上昇に対応していくため、関係機関や市民団体が開催する「婚活」事業につ
いて、会場の提供や情報提供等の支援を行います。

■「婚活」事業件数

１件

６件

０人

０人

843件

1,000件

15社

30社

94.3％(H25)

100％

-

100％

(2)保育サービスの充実
希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるよう保育サービス
（通常保育、延長保育、障害児保育、一時預かり、病児保育）の充実を図るとともに、
新たな保育サービス（休日、夜間保育など）の実施を検討します。

■待機児童数

(3)仕事と家庭の両立支援のための預かりサービスの充実
仕事や家庭の都合で子どもを預けたい市民が安心して利用できるよう、預かりサービ
ス（ファミリー・サポート・センター、ショートステイ、トワイライトステイ、放課後
児童クラブ）の充実に努めます。

■ファミリーサポート登録件数

(4)ワーク・ライフ・バランスの啓発
仕事と生活の調和を目指し、子育てをしながら働く人を理解し、誰もが働きやすく、
支え合える職場環境の形成が促進されるよう啓発に努めます。

■事業所支援セミナー参加企業数

(5)安心して出産し、子どもが健やかに育つための支援
不妊・不育治療費給付、予防接種、妊婦健康診査、育児準備教室、乳幼児健康診査、
健やか育児相談など、妊娠から出産、子育てまで、切れ目ない支援により親子が安心し
て健やかに過ごせる環境づくりに努めます。
また、子どもの医療費の自己負担分の助成や第３子以降保育料無償化事業により、子
育て世帯の経済的負担を軽減します。

■こんにちは赤ちゃん事業による
乳児家庭訪問率
■支援ニーズの高い妊産婦全員へ
の支援の実施
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具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(6)子育て交流施設を核とした「あそび」と「交流」の推進
「楽しく遊ぶ」「しっかり遊ぶ」「いろんな人と遊ぶ」「安心して遊ぶ」を基本方
針とし、自然（うみ・みどり）と一体となった全天候型の子育て交流施設において、
「あそび」と「交流」を推進します。
また、子育て家庭の孤立を回避するため、地域子育て支援拠点を充実させるととも
に、地域ぐるみで子育て支援に取り組む諸団体を支援します。

■子育て支援拠点施設利用者支援
事業の実施箇所数
■子育て交流施設利用者数

－

１ヶ所

－

■子育てに関する講座・交流会
「ひよこひろば」参加者数

年間90人

平日100人/日
休日200人/日
年間130人

■発達支援リーダー研修修了者

28人

150人(累計)

未策定
未策定

策定済
策定済

(7)成長や発達に支援が必要な子ども施策の充実
成長や発達に課題のある子ども一人ひとりが、自己の能力を最大限に発揮できるよ
う、家庭や教育・保育の現場で支援ができるよう、遊びの教室・ほめ方の教室の開催、
幼稚園や保育所（園）への巡回指導などを実施、支援従事者の育成等の取組を進めま
す。
障害のある子どもとその家族を支えるため、居宅介護や短期入所、児童通所支援、
日中一時支援事業などの充実を図ります。

(8)幼稚園への支援と環境整備
幼児教育ビジョンの策定により質の高い幼児教育を提供するとともに、幼稚園が主
体となった先進高度な幼児教育の実践、幼小中一貫教育の研究、家庭及び地域の幼児
教育向上を支援します。

H27実施事業
●保育所運営事業
●幼児教育・保育の質向上推進事業
●放課後児童健全育成事業
●男女共同参画計画推進事業
●不妊・不育治療給付
●予防接種事業
●妊婦健康診査事業
●子育て支援医療助成
●子育て世帯臨時特例給付金
●子育て応援住宅助成
●第３子以降保育料無償化事業費補助
●私立幼稚園施設整備費補助
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■幼児教育ビジョンの策定
■保幼小連携によるカリキュラム
の策定

担当部門
健康・子ども部
健康づくり・地域医療課
子ども支援課
子ども育成課
福祉部
保険医療課
市民環境部
市民課
人権啓発推進室 啓発推進課
産業振興部
企業立地・雇用促進課
教育振興部
教育総務課

総合計画上の位置付
第２章 みんなで支え合う地域づくり戦略
第１節 支え合いの基礎となる家庭の構築と生活
の支援
１ 支え合いの基礎となる家庭づくりの支援
第３章 次代を担う人材の育成戦略
第１節 次代を担う人材を育成する環境づくり
１ 安心できる子育てと人格形成の基礎を培う
乳幼児期の環境づくり

Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

２．夢に向かい、力づよく社会を生き抜く力を育む質の高い教育環境づくり
施策概要・目的
社会が激しく変化する時代にあって、次代を担う子どもたちが、夢を育み、夢に向かって、自らの将来を切り拓き、力づよく生き抜く
力を身に付けるため、義務教育課程の９年間を見通し、小中一貫した教育を進めます。
さらに、「確かな学力」や「豊かな人間性」、「健康や体力」など、知・徳・体のバランスのとれた“生きる力”を、個の特性に応じ、
一人ひとりに確実に身に付けさせます。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)子どもたちの夢の実現を支えるための取組
子どもたちの夢を育み、その夢の実現を支え、将来、社会に貢献できる人材を育成
するための取組を推進します。

■将来の夢や目標を持っている
児童生徒の割合

小学校
中学校

66.3%
40.2%

小学校
中学校

80.0%
80.0%

(2)小中一貫教育の推進
学力の向上と学校生活への適応に向け、義務教育９年間を見通した一貫性のある学
習指導・生徒指導を行う小・中学校の円滑な接続を目指した小中一貫教育を推進しま
す。

■小中一貫教育の全校導入

未実施

完了

■不登校の出現率

（小学校）0.53%
（中学校）3.65%

（小学校）0.31%
（中学校）2.63%

■地域や社会をよくするために何
をすべきかを考えることがある
と答えた児童生徒の割合

（小学校）38.2%
（中学校）27.3%

（小学校）80%
（中学校）80%

■授業がよくわかると回答した
子どもの割合

（小学校）80.0%
（中学校）70.4%

（小学校）80%超
（中学校）80%超

(3)不登校・いじめ対策
不登校児童・生徒に対し、学校生活への適応・学力の補充及び基本的生活習慣の改
善等に向けた指導を行います。
また、いじめについては、「舞鶴市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防
止・早期発見等に努めるとともに、いじめを絶対許さない取組を推進します。

(4) ふるさと学習の推進
舞鶴市にとって最も重要な歴史の一つである「引揚の史実」の学習をはじめ、特色
あるふるさとの歴史・文化や地元校区の特長などの学習を通じ、将来、ふるさとに誇
りと愛着のもてる教育を推進します。

(5)教職員の資質能力の向上
教職員の資質向上を図るため、授業公開や校内研修の充実を図るとともに、若手教
員（２～３年目）の授業力・指導力向上のため、市指導主事による巡回指導を実施し
ます。
また、小学校教育研究会、中学校教育研究会等の自主的な研究会活動の充実を図り
ます。
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具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(6)学校と家庭・地域の連携を図り、地域を挙げた教育の展開
地域社会全体で子どもと学校を支える仕組みとして、コミュニティースクール・学
校支援地域本部の取組を推進します。

■コミュニティースクール等を
組織した中学校区の数

１中学校区

７中学校区

■校舎等の増改築・改修
■校舎・体育館照明のＬＥＤ化

１％

５校
10％

(7)ゆとりとうるおいのある地域に親しまれる教育環境づくりの推進
老朽化した校舎・施設等の改修や更新を計画的に行い、健康的かつ安全で豊かな施
設環境の確保に努めます。
また、災害などの危機事象に備え、学校安全につながる学習と訓練を充実します。

H27実施事業
●夢チャレンジサポート事業
●小中一貫教育推進事業
●いじめ・不登校対策
●特色ある教育活動支援事業費補助
●校舎等増改築事業
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担当部門
教育振興部
学校教育課
教育総務課
社会教育課

総合計画上の位置付
第３章 次代を担う人材の育成戦略
第１節 次代を担う人材を育成する環境づくり
２ 夢に向かい、力づよく社会を生き抜く力を
養成するための小中一貫した環境づくり

Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
基本目標

・中心市街地に住む人の割合：14.26％(H26)

⇒

15.00％(H31)

地域活性化

10件(H31)

２ 都会並みの質の高い地域医療の確保とスマートウェルネスシティの形成

１ 定住環境向上への取組
舞鶴版コンパクトシティの形成

・広域連携による連携事業数：４件(H26) ⇒

公共交通の確保と利用促進

生涯スポーツの推進と環境整備

公的4病院の連携・ICTを活用した施策展開

中心市街地
適正化
居住誘導
区域の設定

心豊かに暮らせる加佐づくり
加佐地域農業農村
活性化センターの
設置

市民病院跡地利用

西運動広場の整備

３ 自助・共助による
地域コミュニティづくり

強い都
市基盤

自然
環境

６ 連携による特色あるまちづくり
京都府北部地域連携都市圏の形成
福知山市
舞鶴市
綾部市
宮津市
京丹後市
伊根町
与謝野町

市民主体の地域づくり活動の推進
地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動の促進・地域福祉力向上
市民防災力の強化・向上
消防団活動の充実

定住
環境

市民によ
るｺﾐｭﾆﾃｨ
FM局の
開設を支
援

海の京都観光圏の京都 旧軍港4市の連携
府北部5市2町による連
携都市圏の形成

地域
連携

４ 危機対応力の強化と強い都市基盤づくり
円滑な地域づくりを支える
道路の整備

医療
健康

災害対応力の
充実強化

メール配信サービス

治水対策の促進

由良川沿川の輪中堤
の築堤整備

５ 環境都市創造への取組
低炭素社会の実現

EV車・EV供給
設備導入支援

循環型社会の確立

ごみ減量化・ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝなどの推進

自然との共生社会の確立
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自然を地域の宝として守り育てる取組

Ⅳ

時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

１．定住環境向上への取組
施策概要・目的
市民にとって暮らしやすく、“住み続けたい”と思える定住環境となるよう、道路や公共交通をはじめとする生活・産業基盤の整備と
効果的な活用を図るとともに、中心市街地の活性化、周辺地域の振興など、機能的で利便性の高いまちづくりを進めます。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)舞鶴版コンパクトシティの形成
駅を中心とするまちづくりの推進や、旧市民病院跡地などを活用した魅力あるまち
づくりを進め、居住・公共施設・医療・商業施設などの都市機能を中心市街地に適正
に配置することにより、住んでよし、働いてよし、訪れてよしの利便性の高い効率的
な暮らしやすいまちを目指します。

■中心市街地への民間都市機能
誘致数

０件

２件

■田舎体験事業への参加者数

０人

200人

14.1㎡

15.0㎡

1,929,851人

1,960,000人

(2)心豊かに住み続けられる加佐づくり
平成16年以降、10年に３度の大きな洪水被害を受けた加佐地区において、農業の衰
退や人口減少に伴う空洞化を回避するため、“攻めの農業”を核に「心豊かに住み続
けられる加佐づくり」に向け、農家レストランや加工品づくり等の６次産業化支援、
田舎体験モデル事業、空き家の発掘・活用、移住・定住のサポートなど、農村地域の
拠点化を目指す。

(3)うるおいと安らぎのある公園や広場の整備
公園利用者の安全性や快適性の向上を図るため、バリアフリー化やトイレの水洗化
を推進するとともに、新たな都市公園を整備します。
また、身近にあるちびっこ広場などをすべての世代の人が安心して利用できるよう、
自治会等と連携をとりながら、遊具の安全点検などを充実させるとともに、新たなち
びっこ広場や緑地を創出します。
さらに、緑化意識の高揚を図るとともに、公園の持つ公共空地機能が発揮できるよ
う、市民にうるおいと安らぎを提供する緑の保全と緑化の推進を図ります。

■市民一人当たりの都市公園面積

(4)公共交通の確保と利用促進
市民生活を支える地域公共交通の維持、確保を図るため、鉄道、路線バス及び自主
運行バスの運行を支援するとともに、利用しやすいダイヤの実現や、パークアンドラ
イドの推進など、公共交通の利便性の向上を図り、利用の増加に取り組みます。また、
ＪＲや丹鉄をはじめとする広域交通と、市内公共交通の相互連携を促進し、利便性の
向上を図ります。
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■公共交通の利用者数

H27実施事業
●公共施設マネジメント推進事業
●市民病院跡地調査等事業
●中心市街地活性化事業
●都市計画基礎調査等事業
●商店街創業促進事業
●加佐地区農業・農村活性化戦略事業
●都市公園整備事業
●公園緑地整備事業
●（仮称）舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助
●北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助
●バス路線維持確保対策事業費補助
●公共交通利用改善事業費補助

担当部門
建設部
土木課
住宅・営繕課
総務部
資産活用課
産業振興部
観光まちづくり室 観光商業課
農林課
企画管理部
企画室 企画政策課

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第２節 魅力あるまちへのイノベーション
１ 定住環境向上への取組
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Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

２．都会並みの質の高い地域医療の確保とスマートウェルネスシティの形成
施策概要・目的
新たな「中丹地域医療再生計画」に基づき市内公的病院の医療機能のセンター化を進め、地域医療の充実を図るとともに、地域内外に
おける公的病院と連携・補完し合いながら、将来にわたり市民が安心できる地域医療の確保を図ります。
また、市民の一人一人が心身ともに健全な日常生活を送れるよう、日頃からの健康意識の高揚を図るとともに、市民自らが取り組む健
康づくりに対し支援等を行い、健康寿命の延伸を図ります。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

横ばい
77人/日(年間)
76％(12月末)

増加
96人/日(年間)
90％(年間)

未実施
未実施

構築済
施策化

333世帯
206人

480世帯
880人

38,000人

41,000人

188人

250人

(1)公的４病院があたかも一つの総合病院として機能し、高度医療が提
供できる医療拠点を構築
「医療機能の選択と集中・分担と連携」のもと、市内公的病院の特徴ある分野のセ
ンター化を進め、京都府立医科大学との連携などにより必要な医師を確保し、京都府
北部の公的病院とも連携する中で、市内公的４病院があたかも一つの総合病院として
機能するようにしていくことで高度医療が提供できる医療提供体制を構築するととも
に、休日急病診療所の開設など、救急医療体制の強化・充実を図ってまいります。
また、市民病院は、療養病床に特化した病院として慢性期医療を担い、市内の公的
病院等との一層の連携を図り地域医療に貢献していくとともに、経営の健全化に努め
ます。

■公的４病院医師数
■市民病院入院患者数、医療区分
２以上の割合

(2)公的４病院の電子情報共有化の構築とデータを活用した医療・健康
増進施策の実現
公的４病院の電子情報の共有化は、一つの総合病院のように機能させるためのツー
ルであり、これを構築していくことで一層の連携を図ってまいります。
その上で、これから得られるデータの統計・分析を行い、本市にとって適切な医
療・健康増進施策が実施できるよう取り組んでまいります。

■電子情報共有化の構築
■新たな医療・健康増進施策

(3)高齢者が生き生きと生活できる環境づくり
高齢者の生きがいづくりと健康づくりを支援するため、老人福祉センター「文庫山
学園」機能の充実を図るとともに、運転免許返納等により外出機会が減少する75歳以
上の高齢者の外出支援を通じ、健康増進、消費活動の促進を図ります。

■安心生活支援システム利用世帯
■外出支援事業乗車票購入者数

(4)生涯学習の推進と環境整備
多様化・高度化する地域住民の学習ニーズや、地域の課題解決に向けた取組に対応
できるよう、教養講座の開催など多様な学習機会を提供します。
また、市民の生きがいづくりや健康増進のための学習機会の充実、世代間交流によ
り、市民が経験や技能を活かして地域で活躍できる環境づくりを推進します。
さらに、生涯学習施設が学習拠点としての役割を充分に果すため、専門性を有する
職員の資質の向上に努めます。
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■公民館の生涯学習講座の参加
延べ人数
■まちの先生”の認定人数

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

４回

６回

(5)生涯スポーツの推進と環境整備
西運動広場の整備・活用をはじめ、スポーツ施設や学校施設等を活用し、誰もが気
軽にスポーツができる環境づくりに努めます。
また、学校体育団体、ジュニアスポーツクラブ、スポーツ協会など競技団体相互の
指導者の連携を図り、競技者を育成するとともに、トップアスリートとふれあう機会
を設け、ジュニア選手の育成を進め、競技力の向上を図ります。

H27実施事業
●舞鶴市休日急病診療所整備・管理
●舞鶴地域医療連携機構事業費補助
●舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付金
●成人保険事業
●がん検診事業
●生涯学習推進事業
●図書館システム整備事業
●スポーツ交流拠点づくり事業
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○高齢者外出支援事業（H26）

■トップアスリートと交流できる
イベントの実施回数

担当部門
健康・子ども部
健康づくり・地域医療課
福祉部
高齢者支援課
文庫山学園
市民病院管理部
総務課
教育振興部
社会教育課
中央公民館
スポーツ振興課
図書館課

総合計画上の位置付
第２章 みんなで支え合う地域づくり戦略
第１節 支え合いの基礎となる家庭の構築と生活
の支援
２ 健康な心身づくり
３ 高齢者が安心して生活することができる環
境づくり
第３節 安心・安全な地域社会の構築
３ 地域医療の確保
第３章 次代を担う人材の育成戦略
第２節 生涯にわたる学びの環境づくり
１ おとなの学びの場づくり
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Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

３．自助・共助による地域コミュニティづくり
施策概要・目的
家族・家庭や身近な地域のコミュニティ、行政等がそれぞれの役割や特性に応じ、災害や身近に起こり得るトラブルなど、ともに地域
の課題に取り組むことができるよう、コミュニティの形成を強化し、自助・共助・公助の連携とその補完を強化することにより、市民が
安全で安心して暮らせる生活環境を創造します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)市民主体の地域づくり活動の推進
地域コミュニティの再生と強化につなげるため、地域住民が主体となって地域のあ
るべき姿や将来計画を考える取組、身近な地域情報の発信、計画等に基づく活動など
を積極的に支援します。
また、地域住民や団体が、座学や体験講座、イベントを開催し、身近な地域資源や
特徴について学び、調査し、研究する「地元学」創出の取組を支援します。
さらに、自治会活動のリーダー的人材を育成するなど、自治会活動の活性化につな
げるため、自治会役員を対象にした研修会等や自治会関係団体間の意見交換等の開催、
アドバイザーによる指導・助言に対して支援します。

■“まちの先生”のうち「地元
学」に取り組む人数

73人

100人

80%

100%

２か月に１回

毎月１回

256人
346人

300人
400人

68%

85%

9,377名
(H26.4.1現在）

15,000名

(2)地域ネットワーク活動の促進による地域福祉力の向上
身近な地域社会において福祉・生活課題を発見し、地域の共助による課題解決や行
政への適切なつなぎが実施されるよう、地域の関係者が連携する環境づくりを支援し
ます。また、災害時において援護を要する方の避難支援が適切に行えるよう、平時か
ら地域の関係団体で情報を共有するとともに、協力支援体制づくりを促進します。

■個別支援計画の作成率

(3)犯罪や事故、トラブルのない地域の形成
防犯活動に取り組む市民団体との連携により啓発活動を推進します。また、地域ぐ
るみで子どもを犯罪や事故の被害から守るため、子ども見守り隊活動を支援します。
法律問題など市民の悩み事を解消するため、窓口や電話による市民相談、弁護士等
各種専門家による相談の充実を図ります。さらに、悪質商法被害など消費生活トラブ
ルから市民を守るために消費者啓発・教育の取組を推進します。

■公用車による定期青色パトロー
ルの実施回数
■消費生活講座の受講者数
■出前講座の参加者

(4)市民防災力の強化・向上
防災の原点である自助・共助の取組を推進し、さらなる自主防災組織の結成促進に
努める中で、市民の防災意識の高揚、災害対応力の強化を目指します。
また、住宅火災による焼死者発生防止や拡大防止のために有効な、住宅用火災警報
器、消火器及び防炎物品等の普及啓発に努めるとともに、身近な地域における消火栓
器具格納庫等を整備し、自治会や自主防災組織などの防災訓練等を通じて、地域にお
ける初期消火体制の確立を図ります。
さらに、救急車が現場に着くまでに応急手当を行う市民と、救急隊、医療機関とが
連携して救命率の向上が図られるよう、救命講習等を通じて普及啓発に努めます。
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■自主防災組織率（世帯数の
比率）
■普通救命講習受講者総数

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(5)消防団活動の充実
老朽化した消防自動車や小型動力ポンプ等の主力機器を計画的に更新し、機動力化
も含めて各地域の実情に合った配置を検討します。
また、消防団員の安全装備等に係る機器等の整備・充実、簡易デジタル無線の整備
による通信体制の強化を図ります。さらに、消防団が活動しやすい環境を作るため、
消防団協力事業所表示制度の拡充、消防団への加入促進策の推進、消防団員の処遇の
改善及び教育訓練を充実します。

H27実施事業
●市民とともに進める政策づくり事業
●元気なまちづくり事業
●消防団員出動等手当
●消防施設整備事業
●消防救急無線デジタル化事業
●防火施設整備費補助
●総合防災訓練実施事業
●生涯学習推進事業

■消防団員数（実員）
■消防団協力事業所

1,107名
４事業所

1,380名
20事業所

担当部門

総合計画上の位置付

企画管理部
企画室 企画政策課
危機管理室 危機管理・防災課
市民環境部
市民課
加佐分室
教育振興部
中央公民館
総務部
総務課
福祉部
福祉企画課
健康・子ども部
子ども支援課
消防本部
予防課・救急救助課・総務課・
警防課

第２章 みんなで支え合う地域づくり戦略
第２節 地域のつながりと地域力の向上
１ 人権の尊重と相互扶助の地域づくり
２ 市民が主体となった誰もが参画できる地域
づくり
第３節 安心・安全な地域社会の構築
１ 危機対応力の強化と安全の確保
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Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

４．危機対応力の強化と強い都市基盤づくり
施策概要・目的
防災力の向上や防災関係機関等との連携によって、火災・災害をはじめとした様々な危機事象への対応力を強化するとともに、市民生
活における多様な不安の解消に向けた取組を推進します。大規模な被害につながるおそれのある災害に備え、恒常的な防災対策に取り組
むとともに、被災時に対応できる都市基盤の整備を推進します。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)円滑な地域づくりを支える道路の整備
安心・安全に生活できるように、救急自動車等の緊急車両や介護車両が、すべての
地域に進入できるよう市道を整備するとともに、歩道・自転車道の整備やバリアフ
リー化（段差解消）を行います。
降雨時等の土砂崩れにより、孤立する集落につながる市道を中心に防災対策を推進
するとともに、高潮時に冠水する道路の嵩上げを行います。

■緊急車両の進入できない地区数
■歩道の整備延長
■高潮対策実施延長

５地区
86.6km
11.5km

０地区
87.2km
13.5km

6,283人/登録者数
（Ｈ25実績）

10,000人/登録者
数

13集落

20集落

(2)災害対応力の充実強化
防災行政無線をはじめ、Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、メール配信
サービス、テレビのデータ放送など様々な手段を活用した情報伝達の充実および市民
が自ら情報入手を行うための啓発を図るとともに、通信技術の発展を見据えながら、
総合的な情報伝達システムの構築に努めます。
また、来訪者や住民の災害発生時の安全を確保するため、市庁舎や避難所など防災
拠点において公衆無線ＬＡＮ環境（Wi-Fi）の整備に努めます。
災害の未然防止や被害の軽減に向け、ハザードマップの作成をはじめ、防災パト
ロールの強化などとともに、災害発生時の対応力を高めるため、避難所の充実、備蓄
物資・資機材の整備等に努めます。

■メール配信登録者数

(3)治水対策の促進
由良川沿川において、住民の生命・財産を洪水被害から守る輪中堤や宅地嵩上げな
ど、水防災対策の整備促進を図ります。併せて、集落の孤立化を防止し、安心できる
生活を確保するため、由良川水防災対策と連携を図りながら、市道嵩上げの整備を行
います。
府管理河川については、治水上の安全性と通水能力を確保するため、護岸整備や河
道拡幅等の河川改修を促進し、市管理河川については、住宅地を中心に河川整備を進
めるとともに、郊外の河川についても、降雨による被害の著しい箇所を重点に整備し
ます。
降雨により浸水する地域の対策を進め、特に浸水被害が著しい西市街地においては、
府の高野川河川改修と連携を図りながら、重点的に対策を推進します。
土石流や崖崩れなどの土砂災害から住民の生命・財産を守るため、砂防・急傾斜事
業を促進します。
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■由良川水防災対策完成集落数

H27実施事業
●道路除雪対策事業
●交通安全推進事業
●地域内道路整備事業
●消防救急無線デジタル化事業
●防災行政無線（同報系）整備事業
●総合防災訓練実施事業
●高潮対策事業
●河川整備事業
●由良川緊急水防災対策促進事業

担当部門
建設部
土木課
国・府事業推進課
建設総務課
企画管理部
危機管理室 危機管理・防災課
消防本部
警防課・予防課
下水道部
下水道建設課
産業振興部
農林課

総合計画上の位置付
第２章 みんなで支え合う地域づくり戦略
第３節 安心・安全な地域社会の構築
１ 危機対応力の強化と安全の確保
２ 災害に強い都市基盤づくり
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Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

５．環境都市創造への取組
施策概要・目的
美しく豊かな舞鶴の里山・里地・里海を次代に引き継ぐため、新エネルギーの推進など地球温暖化防止対策をはじめ、環境への負荷軽
減、生物多様性の確保など、環境に配慮した都市づくりに、市民・事業者・行政が連携・協力して取り組みます。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)低炭素社会の実現
市民・事業者との連携・協力により、家庭の省エネ相談窓口を開設するなど、温暖
化対策に係る啓発活動を推進するとともに、電気自動車の普及並びに電気自動車の大
型蓄電池を電力のピークシフトや災害時の対応など暮らしの電源として役立てるため、
電気自動車及び電気自動車から住宅への電力供給装置を導入する個人に対して費用助
成制度を設けます。

■家庭の省エネ相談件数

150件／年

200件／年

(2)循環型社会の確立
３Ｒの推進によりごみ減量化を図り、リサイクル率の向上に努めます。また、ポイ
捨てをしない・させない・ゆるさない環境づくりのため、クリーンキャンペーンやア
ダプトプログラムなどのボランティア清掃を支援するとともに、ビーチコーミングを
兼ねた清掃イベントなど、市民が楽しみながら参加できる取組を進めます。

■一般廃棄物のリサイクル率

15.6%

25%

(基準数値年次Ｈ25)

(3)自然との共生社会の確立
河川の生物の生息状況や水質を市民と協力して調査し、水辺環境の状況を把握して
環境保全に努めるとともに、「舞鶴の守りたい自然」等のガイドブックを環境学習に
活用して、地域に生息する動植物や特色ある景観を「地域の宝物」として守り育てる
取組を推進します。

H27実施事業
●電気自動車・電力供給設備導入支援
●一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定
●不法投棄対策事業
●ごみ減量化推進事業
●生ごみ堆肥・減容化推進事業補助
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■舞鶴の守りたい自然②「舞鶴
フィールドミュージアム」を活
用した自然観察会（フィールド
ワーク）の開催回数

担当部門
市民環境部
環境対策室

生活環境課

０件／年

４件／年

総合計画上の位置付
第１章 まちの安定的成長戦略
第２節 魅力あるまちへのイノベーション
２ 環境都市創造への取組

Ⅳ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

６．広域都市連携による特色あるまちづくり
施策概要・目的
産業、医療、教育における連携をはじめ、「海の京都」観光圏の推進や「海フェスタ京都」の共同開催、公共交通の利用促進などで連
携の基盤が強固になっている京都府北部５市２町において、人口30万人規模の都市圏として広域連携を目指していきます。また隣接する
若狭都市圏とは府県を越えた活発な交流のある都市圏として、さらに戦後の旧軍港市転換法により平和産業港湾都市として今日まで共に
歩んできた旧軍港４市においては近代化のあゆみや自衛隊との共存など、類似するまちの特性を生かした連携都市として、共同発展を目
指していきます。

具体的な施策

重要業績評価指標（KPI）

H26基準数値

H31目標数値

(1)京都府北部地域連携都市圏の形成
京都府北部５市２町において人口30万人の圏域となる地域連携都市圏を形成し、交
通ネットワークの充実などにより地域内の人の移動を促進し、地域全体として都市機
能や経済雇用機能の向上を図り、中核市程度の都市にも相当する公共サービスや都市
機能を備えた経済・生活圏の構築を目指します。

■連携事業の実施による交流人口

140万人

500万人

２事業

５事業

２件

５件

(2)隣接都市圏との連携
本市に隣接する若狭地域については、産業、医療などの人の往来や、舞鶴若狭自動
車道やＪＲ小浜線を通じた観光、文化など繋がりが深く、緊密な連携の中で、取組を
進める必要があります。
特に観光分野においては、京都縦貫自動車道の開通を活かし、北近畿を周回する環
状道路として、若狭地域の豊富な歴史自然など地域資源を活用した教育旅行誘致など
の取組を進めます。

■観光面における連携事業数

(3)旧軍港４市の連携
旧海軍が所在した都市として、また戦後は、平和産業港湾都市としての歴史を歩ん
できた共通点を活かし、近代化遺産等の活用をはじめ自衛隊との共存によるまちの活
性化、災害時における相互応援、海軍グルメ等を通じた市民交流など、強固な連携に
より、海軍ゆかりの歴史を活かした様々な取組を進めます。

H27実施事業
●海の京都観光推進事業
●赤れんがパーク賑わい創出事業
●北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助
【緊急的取組（地方創生先行型）】
○北近畿タンゴ鉄道リニューアル整備事業費補助（H26）

■地域特性を活かした取組

担当部門
産業振興部
観光まちづくり室 文化振興課
観光まちづくり室 観光商業課
企画管理部
企画室 企画政策課

総合計画上の位置付
基本構想第２編 まちづくり戦略
１ まちづくりの方針
（３） まちづくりを進める上での枠組
み及び配慮すべき事項
④ 広域連携
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舞鶴市のポテンシャル
のポテンシャル
◇海とともに歩んできたまち
んできたまち「舞鶴」

舞鶴市総合戦略【参考資料】
～舞鶴市のポテンシャル～

舞鶴湾口部に位置する浦入遺跡群から発掘された約 5300 年前の
丸木舟。
丸木舟は、その大きさなどから外海航行用であるとみられ、古代
から外海航行用であるとみられ、古代
の天然の良港を通して大陸との
の天然の良港を通して大陸との交流が活発に行われていたと考えら
れています。
江戸中期頃からは、日本海を西廻りに大阪へ北国の米を運ぶ航路
が開け、主として弁財船の、数百石から千石にも達する北前船が
が開け、主として弁財船の、数百石から千石にも達する北前船が、
就航しました。
舞鶴もその航路にあたり、由良川河口の「神崎」をはじめ、東舞
鶴の「市場」などにも、北前船主が現れています。
明治 19 年、海軍当局が舞鶴湾の測量と視察を行い、同湾が無比
の良港であると確認し、明治 21 年、西郷従道海軍大臣と伊藤博文
が舞鶴を視察、第４海軍区における海軍鎮守府を舞鶴に設置するこ
とを決め、明治 34 年に鎮守府が開庁。鎮守府の開庁に併せ、舞鶴
海軍造船廠が設置され、明治 36 年、海軍工廠が発足。海軍ととも
に造船、ものづくりのまち舞鶴としてのあゆみが始まりました。
第二次世界大戦終結後、引揚港として指定された舞鶴は、昭和 25
年以降は、国内唯一の引揚港として、昭和 33 年 9 月の最終船まで
13 年間にわたり、約 66 万人の引揚者と 1 万 6,269 柱の遺骨を受け
入れました。歓迎や慰問、差し入れなどまちぐるみで迎えた
歓迎や慰問、差し入れなどまちぐるみで迎えた市民の
姿に、舞鶴から全国へ帰宅された引揚者から後々まで感謝の言葉が
寄せられました。
現在は、日本海側拠点港「京都舞鶴港」
現在は、日本海側拠点港「京都舞鶴港」を核とした地域活性化を図っており、舞鶴国際ふ頭の
を核とした地域活性化を図っており、舞鶴国際ふ頭の
機能強化、高速道路の整備促進などにより、コンテナ貨物
道路の整備促進などにより、コンテナ貨物取扱量は過去最高を記録。大型客船等
取扱量は過去最高を記録。大型客船等
の入港に対応するための港湾整備などにより、｢ダイヤモンドプリンセス｣をはじめ、多数の大型
整備などにより、｢ダイヤモンドプリンセス｣をはじめ、多数の大型
クルーズ船が寄港するなど、大きな成果を上げています。
高速道路網が完成し、｢人流｣｢物流｣が飛躍的に増加する平成 27 年度に向けて、国・京都府との
連携を密にし、京都舞鶴港の振興に傾注しています。
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◇日本の近代化のあゆみを伝えるまち「舞鶴」

◇赤れんがエリア（北吸地区）に集積する近代化遺産

本市は、軍港都市でありながら本格的な空襲を受けなかったため、軍港を中核として整備され
た大多数の施設が「近代化遺産群」として現存しています。

舞鶴海軍軍需本部のあった赤れんがエリア（北吸地区）周辺には、より多くの近代化遺産が集
積しており、現在も、自衛隊の施設等として利用されています。

これら近代化遺産は、海軍により建築、建設が進められたため、現在も当時の設計図や写真等、
貴重な資料が多数残っています。

■赤れんがエリア（北吸地区）の近代化遺産の分布状況

■舞鶴市内にある主な近代化遺産の内訳
種 別

件 数

種 別

件 数

倉

庫

27（27）

砲 台 跡

5（5）

工

場

22（18）

浄水場配水池

2（2）

自衛隊施設

9（ 9）

貯 水 池

2（1）

護

3（0）

橋

梁

24（22）

隧

道

10（ 4）

岸

※( )内は煉瓦造のもの 参考資料：
「舞鶴赤煉瓦建造物群調査」(財)日本ナショナルトラスト
■舞鶴市内の近代化遺産の分布状況

旧舞鶴要塞 槙山砲台
日露対戦における海岸防備のため明治30 年
から36 年にかけて日本陸軍により建設。戦
後長い間放置されたまま当時の姿を留めて
いる。

桂貯水池
多くの艦艇に大量の補給用水を
確保するため軍用水道施設として
明治33 年に完成。現在は舞鶴の
おいしい水の水源池として市民の
喉を潤している。

ＪＭＵ㈱舞鶴事業所２号ドック
造船廠用地の開削工事に
伴い、明治37 年に完成。
現在もＪＭＵ㈱の主要施設
として活用されている。

ＪＲ舞鶴線
第六伊佐津川橋梁軍港
建設に必要な資材の運
搬と国防上の観点から
緊急敷設路線として明
治37 年に官設舞鶴線
が開通。現在も現役で
使われている。

参考資料：「舞鶴の近代化遺産」 舞鶴市・舞鶴市教育委員会

東地区石積護岸
埋め立て土砂や艦艇・
船舶の接岸のため石垣
で護岸が作られた。
場所や用途によって工
事仕様は多種にわたっ
ている。

海上自衛隊 舞鶴造修補給所 倉庫
舞鶴鎮守府の軍需品等の保管倉庫と
して明治34 年から大正10 年にかけて
次々に建てられた。現在は、博物館や
市政記念館など転活用されているもの
もある。

参考資料：「舞鶴の近代化遺産」 舞鶴市・舞鶴市教育委員会
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集積
◇多様な海事関係機関の集積

◇引き揚げのまち・舞鶴

海上自衛隊舞鶴地方隊、第八管区海上保安本部、海上保安学校など、
海上自衛隊舞鶴地方隊、第八管区海上保安本部、海上保安学校など、本市には多様な海事関係
本市には多様な海事関係

第二次世界大戦の終結時、軍人と一般人をあわせ、
第二次世界大戦の終結時、軍人と一般人をあわせ、660 万人以上といわれる日本人が海外に残

機関が集積しており、海上保安庁管区本部
海上保安庁管区本部と海上自衛隊地方隊が所在する自治体は『全国唯一』
が所在する自治体は『全国唯一』

されていました。この人たちの速やかな帰国を実現するため、国の事業として、軍港だった舞鶴

となっています。

をはじめ、浦賀、呉、下関、博多、佐世保、鹿児島、横浜、仙崎、門司を
じめ、浦賀、呉、下関、博多、佐世保、鹿児島、横浜、仙崎、門司を引揚港に指定。
引揚港に指定。

＜多様な海事関係機関＞

実に 13 年間にわたり、約 66 万人の引揚者と 1 万 6,269 柱の遺骨を受け入れました。

このうち舞鶴は、昭和 25 年以降、国内唯一の引揚港として昭和 33 年 9 月 7 日の最終船まで、
・日本海海洋気象センター

戦後 70 年が経過し、引き揚げの歴史が徐々に風化
、引き揚げの歴史が徐々に風化する中、本市では、引き揚げに関する史実
する中、本市では、引き揚げに関する史実を

・大阪入国管理局 舞鶴港出張所

語り継ぎ、平和の尊さを一人でも多くの方に発信する役割を果たすため、市が所蔵する引き揚げ
一人でも多くの方に発信する役割を果たすため、市が所蔵する引き揚げ

・国土交通省近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所

やシベリア抑留に関する貴重な資料の「ユネスコ世界記憶遺産」への登録を目指した取り組みを

・近畿運輸局京都運輸支局

進めており、平成 26 年 6 月には国内候補に決定しました
月には国内候補に決定しました。

・舞鶴税関支署
・神戸植物防疫所舞鶴出張所

◇産業構造の特徴（公務員構成比
公務員構成比）
本市には、海事関係をはじめとする国の機関が多数所在することから、産業構造として公務員
構成比が他都市に比べて高いという特徴があります。
5,000 人以上の公務員就業者が、居住地域において公務に従事する自治体は、全国でも北海道
千歳市と本市の 2 市のみとなっています。
■ユネスコ世界記憶遺産登録候補資料
ユネスコ世界記憶遺産登録候補資料
公務就業者数

全就業者数

公務従業者数

全従業者数

（H22
H22 国勢調査）

比率（%）

（H21 経済センサス）

比率（%）

千歳市

9,398

21.00%

10,214

20.64%

浦和区（さいたま市）

2,741

3.93%

9,979

12.80%

上京区（京都市）

1,232

3.08%

6,145

12.73%

舞鶴市

5,266

12.51%

5,083

12.64%

■就業者比率の特化係数

白樺日誌

手作りのメモ帳

白樺の皮に和歌など
白樺
で綴
綴った抑留の記録

靴に隠して持ち帰った
抑留の記録

シベリア抑留中の日々の様子や心情を、文章や和歌など
シベリア抑留中の日々の様子や心情を
の歌でつづった日誌。白樺の皮をはいでノートにし、ペン
白樺の皮をはいでノートにし、ペン
は空き缶の先を尖らせ、収容所のストーブの煤を水に溶
いてインク代わりにした手作りのもの。

4.50

俘虜用郵便葉書

4.00

シベリアと日本を
シベリアと
つなぐ
つなぐ唯一の手段

3.70

3.50
3.00
2.50

一部の収容所で抑留者から日本の家族あてに出すことが
できた往復葉書。検閲があったため、葉書に書く内容は
大きく制限されたが、シベリアでのつらい抑留生活を乗り
越える心の支えともなった。

2.25

2.00

没収を免れるために、手のひらに乗るほどに小さく手作り
されていて、靴の中や衣服に縫い付けて隠し持ち帰った
もの。日々の想いや出来事などのほか、収容所の仲間の
名前と帰郷先の住所が記録され、引き揚げ後に日本で帰
りを待つ各家族に安否を伝え ることを目的としていた。

留守家族の手紙
“岸壁の母”から息子
にあてた想い

映画や歌謡曲で知られる「岸壁の母」の
モデルと言われている端野いせさんが、
息子が引き揚げて来た時の連絡用に書
いて、舞鶴引揚援護局に預けたは がき。
後日、該当者なしでいせさんのもとへ返
送された。

1.50
1.00
0.50
0.00

0.10

0.46

スケッチブック

回想記録画

シベリアで描かれた
シベリアで
抑留
抑留の風景

絵画で伝える記憶

抑留中にソ連側からメーデーの様子を描くよう指示があり
受け取ったスケッチブックの残りに、 収容所の様子などを
描いた。抑留中に労働の様子や収容所の様子を描いた
記録がとしては非常に珍しいもの。
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記憶をもとに描かれた抑留中の
生活や引揚船からの風景等の
記録画。

◇京都舞鶴港の活用

◇「海の京都」の推進

「海」とともに歩んできた本市にとって京都舞鶴港は最も重要なものであり、国・京都府と連
携し、京都舞鶴港の活用、機能強化を図ってきました。

日本海に面する京都府北部地域は、古代より、大陸との交流の窓口として栄え、日本の国生み
神話の重要な舞台となった地域であり、京都府と府北部５市２町が連携し、歴史的・地理的背景

平成 23 年には、
「国際海上コンテナ
国際海上コンテナ」
、
「外航クルーズ」
」
、
「国際フェリー・国際 RORO 船」の３つ
の機能において、国の日本海側拠点港に指定されました。

や交通基盤の整備を生かし、魅力的な観光まちづくりをソフト・ハード両面から進め、京都市を
中心とする「陸の京都」と並び立つ観光圏「海の京都」とするための取組を展開。

京都府においては、日本海側拠点港としての機能を高める
、日本海側拠点港としての機能を高めるため、平成 25 年に
年に京都舞鶴港の港湾
計画を改訂され、港の機能強化が進められています。
され、港の機能強化が進められています。

平成 26 年 7 月には、国の「観光圏」に認定されるとともに、国、京都府、北部５市２町、関係
機関をはじめ、地域一丸となって取り組んだ「海フェスタ京都」は、来場者約 140 万人と「海の

国際コンテナ貨物量は、平成
平成 26 年 9,082TEU と平成 20 年の約 2.7 倍、過去最高
過去最高を記録。

京都」の魅力と今後の可能性を広く発信しました。

また、大型外国クルーズ客船が相次いで寄港、地域全体でのおもてなしが評価され、平成 25 年
には、
「クルーズ・オブ・ザ・イヤー
「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2013 特別賞」を受賞。平成 26 年には、
年には、15 回の寄港実績を

■「海の京都観光圏」
（平成 26 年 7 月認定）

上げています。
これまでトライアル運航等を行ってきた韓国との
これまでトライアル運航等を行ってきた韓国との国際フェリー航路については、
については、実現に向けた
取組を進めています。
■コンテナ貨物量推移

9,082

10,000
9,000
8,000

6,906

7,000

5,902

5,902

6,000
5,000
3,408

4,000

3,739

4,103

3,000
2,000
1,000
0

平成20年 平成21
21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
平成

■クルーズ船寄港実績（平成 26 年・15 回）

TEU

■平成 26 年夏 「海フェスタ京都」開催

①ダイヤモンド・プリンセス（初） ⑨ぱしふぃっくびいなす
②ぱしふぃっくびいなす

⑩飛鳥Ⅱ

③コスタ・ビクトリア

⑪ぱしふぃっくびいなす

④ダイヤモンド・プリンセス

⑫ダイヤモンド・プリンセス

⑤にっぽん丸

⑬飛鳥Ⅱ

⑥ダイヤモンド・プリンセス

⑭ロストラル（初）

⑦ダイヤモンド・プリンセス

⑮飛鳥Ⅱ

⑧ぱしふぃっくびいなす
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◇観光ブランド戦略の推進等による交流人口の拡大

◇災害に強い京都舞鶴港
「京都舞鶴港」は、湾口が約 700ｍと狭く、地震発生時にも津波の影響を受けにくい天然の良

「海・港」
、
「赤れんが」をシンボルイメージとした観光ブランド戦略の推進、観光戦略拠点「赤
れんがパーク」を核とした発信力のあるイベントの開催、京都府、府北部 5 市 2 町の強固な連携

港です。
南海トラフ巨大地震においても、想定される被害は軽微であり、大規模災害時等におけるリダ
ンダンシーの確保の面において、重要な拠点になり得る地域であると考えています。
また、海事関係機関が集積し、日本海側の広域防災拠点としての機能を備える地理的特殊性を

のもとに取り組む「海の京都観光圏」事業、一般社団法人舞鶴観光協会との連携による周遊観光
バス事業や海軍ゆかりの港めぐり遊覧船、クルーズ船受け入れ事業などを通じて、観光入込客数
が着実に増加しています。

有しています。

「赤れんが」、「海・港」を核とした観光ブランド戦略
■災害に強い京都舞鶴港

京都舞鶴港

「海の京都」による広域観光誘客
平成26年夏 「海フェスタ京都」開催
約140万人が府北部へ来場

外航クルーズ客船寄港増加

京都舞鶴港

増える外国人観光客
■観光入込客数の推移

2,309
(出所)内閣府 南海トラフ巨大地震対策

■海事機関の集積 ～日本海側の広域防災拠点機能～

1,831
1,611
1,512
1,363
1,153

海上自衛隊舞鶴地方総監部

第八管区海上保安本部
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合同訓練状況 （平成22年１月15日）

1,192

1,202

1,265

1,359

1,404

1,410

◇豊かな自然環境

雇用促進
◇地域一体となった雇用促進

本市には、若狭国定公園に指定されている約 120km に及ぶ海外線一帯、市域約 79％を占める森

本市がローカル版ハローワークと位置付ける「就業支援センター」を拠点に、ハローワーク舞

林、芦生の森の恵みを海へと運ぶ由良川、豊かな自然に育まれた農山漁村など、豊かな自然環境

鶴や北京都ジョブパークなどの国・京都府をはじめとする関係機関と連携し、就業支援、職業紹

に恵まれており、住んでよし、訪れてよしのまちづくりを支える大きな資源となっています。

介・相談、就職マッチング機能の充実を図りました。
また、地域における教育と雇用の一体化を促進するため、ポリテクカレッジ京都との連携を強

海

化するとともに、京都府と連携し、地域に必要な介護・福祉人材、国際人材等の育成・確保を図
するとともに、京都府と連携し、地域に必要な介護・福祉人材、国際人材等の育成・確保を図
る専門学校を誘致。平成 27 年 4 月、
「舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校」が開校しま
「舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校」が開校しました。
地域にものづくり等に従事する人材を育
ものづくり等に従事する人材を育成・確保するため、
成・確保するため、
「ものづくり等『たから者』育成修
三浜・小橋

学資金奨学金事業の創設など、本市のものづくり産業の振興に取り組んできました。
国、府、市、関係機関等が一体となった雇用促進により、有効求人倍率は上昇しています。

近畿百景第1位五老岳からの眺望

■有効求人倍率の上昇
神崎

野原

山・森林

日本最大級
スダジイ

1.15

有効求人倍率

由良川

1.2

農山漁村

0.97

1
成生漁村
建部山

0.8

0.69

0.73

0.6
0.4

日本海に注ぐ由良川

多祢山

西方寺（棚田）

0.2
0

◇豊富な「食」

平成23年

豊かな自然は、万願寺甘とう、舞鶴茶、舞鶴かに、かき・岩がきなどの魅力あふれる「食材」
を生み出し、魅力あふれる「食材」や、歴史・文化は、海軍グルメや、かき丼・岩がき丼、舞鶴

平成24年

平成25年

平成26年12
12月現在

■京都労働局との連携強化
（就業支援センター事業の一体的実施に関する協定締結、求人情報提供端末運用開始）

おでんなどの、新たな「食」を創出しています。

京のブランド野菜
万願寺甘とう

3年連続・全国１位
「舞鶴茶」

復刻・海軍グルメ
肉じゃが丼

海軍カレー

ブランド力のある水産物

舞鶴かまぼこ

資源を活かした新グルメ

■ポリテクカレッジとの連携強化
ポリテクカレッジとの連携強化
（ものづくり等『たから者』育成奨学金の創設など）

かき・岩がき
舞鶴おでん
丹後とり貝
舞鶴かに
舞鶴かき丼・岩がき丼
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◇子育てしやすい環境

多様な教育機関
◇技能・技術習得ができる多様
本市には、舞鶴工業高等専門学校、京都職業能力開発短期大学校
本市には、舞鶴工業高等専門学校、京都職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ京都
ポリテクカレッジ京都)、舞
鶴医療センター附属看護学校、日星高等学校看護科、海上保安学校など、専門的な技能・技術習
得ができる多様な教育機関が所在して
得ができる多様な教育機関が所在しており、工業高等専門学校と職業能力開発短期大学校の２校
工業高等専門学校と職業能力開発短期大学校の２校

「まちづくりは人づくり」との信念に基づく子育て支援の充実を図る施策等を積極的に展開し、
全国に比しても高い合計特殊出生率の維持、保育所待機児童ゼロを実現しています。
平成 27 年 4 月には、前島地区に、天候に左右されず、子どもと多様な世代の大人がともに遊ぶ
ことができる子育て交流施設や、
「うみべのもり保育所」が開設するなど、
「子育てしやすいまち

が所在するのは、近畿圏では本市が唯一です。
平成 27 年 4 月には、舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校が開校するなど、地域が求める技能・技術
地域が求める技能・技術

舞鶴」のさらなる子育て環境の充実に取り組んでいます。

を有する人材の育成・確保につながる教育環境の充実が図られています。

■合計特出生率の推移
合計特殊出生率１．８６人（H22 国勢調査）

■市内に所在する多様な教育機関
所在する多様な教育機関

2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60

舞鶴工業高等専門学校
本 科（５年制）
機械工学科
電気情報工学科
電子制御工学科
建設システム工学科
専攻科（２年制）
電気・制御システム工学
建設・生産システム工学

1.50

ポリテクカレッジ京都
定員
40 名
40 名
40 名
40 名
定員
8名
8名

定員

1.40

生産技術科

20 名

1.30

電子情報技術科

20 名

1.20

情報通信サービス科

15 名

学 科（２年制）

1.10
1.00

平成12年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

舞鶴市

1.87

1.69

1.60

1.62

1.67

1.74

1.86

1.71

1.74

1.71

京都府

1.28

1.18

1.19

1.18

1.22

1.20

1.28

1.25

1.23

1.26

全 国

1.36

1.26

1.32

1.34

1.37

1.37

1.39

1.39

1.41

1.43

■保育所入所数の推移
1,800

1,620
1,500 1,490 1,550

入所児童
1,600

定員
1,400

舞鶴医療センター附属看護学校
学 科（３年制）
看護学科

1,200

日星高等学校・看護科

定員

学科（５年制）

40 名

看護科

定員

1,000

40 名

800
600

舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
学
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科（２年制）

定員

介護福祉学科

40 名

国際観光ビジネス学科

40 名

400
200
0

1,110

1,080 1,120
1,080

1,090 1,290

1,290

1,350

1,320

1,350

1,620

整備促進
◇広域高速交通網の整備促進

■自然と一体となった全天候型の遊びの場の創出
自然と一体となった全天候型の遊びの場の創出
～豊かな遊びをとおした学び・育ち・交流の施設～

本市と他の都市を結ぶ広域高速交通網は、人・モノが交流するために重要なインフラであり、
高速道路は、平成 26 年 7 月の舞鶴若狭自動車道の全線開通に加え、
月の舞鶴若狭自動車道の全線開通に加え、平成 27 年 7 月に予定されて
子育て交流施設

いる京都縦貫自動車道（丹波綾部道路）の開通
（丹波綾部道路）の開通により、本市に関わる高速道路のネットワークが
により、本市に関わる高速道路のネットワークが

「うみべのもり保育所」

完成し、中京圏や京阪神圏へのアクセスをはじめ、交通の利便性や信頼性の向上が図られ
阪神圏へのアクセスをはじめ、交通の利便性や信頼性の向上が図られ
阪神圏へのアクセスをはじめ、交通の利便性や信頼性の向上が図られます。
また、本市と京阪神地域を結ぶＪＲ
また、本市と京阪神地域を結ぶＪＲは、平成 27 年 3 月のダイヤ改正において、かねてからＪＲ
へ要望しておりました朝一特急が実現し、京都発の特急列車が増便となり、従来よりも約 50 分早
く、午前 9 時過ぎには舞鶴へ到着することが可能となりました。
到着することが可能となりました。
加えて、
「海の京都観光圏」を結ぶＫＴＲは、準備を進めてまいりました「上下分離」が実現
が実現し、
平成 27 年 4 月から「ウィラートレインズ株式会社」が
月から「ウィラートレインズ株式会社」が、
「京都丹後鉄道」としての運行を開始し
としての運行を開始し
ました。
■高速道路網の整備促進

により
高速道路網の全線開通により
解消
陸路のミッシングリンク解消

地域医療の充実
◇公的４病院の連携による地域医療
京阪神＋中京圏・北陸圏が
新たな中丹地域医療再生計画に基づき、公的 4 病院の医療機能強化の整備が進み、医療提供体

のターゲットに
「人流・物流」交流のターゲットに

制が大きく充実。環境整備と併せて、京都府立医科大学との連携により公的 4 病院全てが同大学
の関連病院となって全面的な支援を受ける中で、一般財団法人舞鶴地域医療連携機構を中心に公
的病院等の一層の連携強化を図り、
「あたかも一つの総合病院」として、引き続き、脳外科、心臓
外科など高度医療を提供できる府北部の広域医療拠点として、充実に取り組んでいます。

循環器センター
センター

脳卒中センター等

連携

舞鶴医療センター
センター

舞鶴共済病院
■鉄道網の充実
～ＪＲ 京都発 朝イチ特急の増発～

連携

連携

療養病床

午前９時過ぎには舞鶴に到着。観光、ビジネス等、市内での滞在の長時間化が可能に

リハビリテーションセンター
列車名
きのさき 1 号

綾部着
８：３８

◇舞鶴方面乗換

連携

舞鶴市民病院

京都発
７：３２

ＪＲ舞鶴線普通列車

舞鶴赤十字病院

綾部発

西舞鶴着

東舞鶴着

８：５１

９：１３

９：２０
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～「京都丹後鉄道」運行開始～
開始～
京都北部、北近畿全体を活かす鉄道ネットワークのイノベーション

◇公共交通の利便性向上
市内公共交通機関である路線バスは、市民生活の移動に欠かせない重要な
市民生活の移動に欠かせない重要な交通
交通インフラであり、
利便性の向上は、心豊かに暮らせるまちづくりを実現するために必要な取組で
向上は、心豊かに暮らせるまちづくりを実現するために必要な取組で
向上は、心豊かに暮らせるまちづくりを実現するために必要な取組です。
これまで、バス路線の維持確保と利便性の向上を実現するため、国、京都府と
バス路線の維持確保と利便性の向上を実現するため、国、京都府と
バス路線の維持確保と利便性の向上を実現するため、国、京都府と連携した支援を
行うとともに、平成 26 年からは、
年からは、交通事業者と連携協力し、
「東西循環線」において、公的
において、公的 4 病
院を循環し、30 分に 1 本で運行する
で運行するパターンダイヤを実現しました。
今後、市民生活の利便性のさらなる
のさらなる向上を図る公共交通の充実・強化に取り組んでいきます
公共交通の充実・強化に取り組んでいきます。
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