
R2.8.28総合戦略推進会議　資料3-2

基本目標 基本的方向
具体的施策
（参考・第1期）

個別施策
（参考・第1期）

想定する
分野

①地域ぐるみの子育て
支援

○交通遺児支援
○保育サービスの充実
○地域子育て支援拠点事業の推進
○子育て情報の提供
○保育所(園)の機能整備と適正配置
○ひとり親家庭の支援
○ファミリー・サポート・センター事業の推進
○利用者支援事業の推進
○子ども・子育て支援新制度の推進
○こども医療費助成事業の推進
○子育て相談体制の整備
○児童虐待防止対策の推進
○放課後児童対策の充実
○安全・安心な出産の支援
○助産施設入所措置、母子生活支援施設入所措置
○婚活支援
○子育て世代が働きやすい職場づくりの促進
○不妊・不育症治療への支援
○母子保健事業・発達支援事業の推進
○妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援体制の充実
○子育てワンストップサービスの推進
○子どもの貧困対策の推進
○子どものあそびばの整備

子育て

②次代を担う子どもを育
てる学校教育の充実

○学校教育施設の整備
○空調機器の整備
○学校規模の適正化
○保育所・幼稚園と小学校の連携
○幼児教育センター機能の整備
○学力の充実・向上
○サイエンスボランティアの育成
○小中連携・小中一貫教育の推進
○ふるさと学習、体験学習
○国際理解教育の推進（グローバル人材の育成）
○安全・安心で美味しい小学校給食の提供
○中学校選択制デリバリー弁当（昼食提供事業）の実施

教育

（２）まちへの愛着を育む
生涯学習や文化を活性化
する

①生涯学習・文化振興
の推進

○新たな生涯学習システムの構築
○家庭教育の支援
○図書館サービスの充実
○市民文化芸術活動の促進
○学習機会の提供
○文化施設の適切な管理運営
○重要遺跡や資源の普及啓発
○地域の教育力向上
○子どもの健全育成の推進
○青少年教育の推進

生涯学習
文化財

①交通環境の整備

○公共交通ネットワークの構築
○コミュニティバス・ふるさとバスの利便性向上
○公共交通空白地等の解消
○地域特性に配慮した人にやさしい道づくり
○各道路の整備
○歩行者自転車道の整備
○歩道の整備及びバリアフリー化
○橋梁長寿命化の推進

交通
道路

②安定したライフライ
ン・高度な情報通信技
術・住環境の提供

○安全・安心な水道水の安定供給
○下水道サービスの安定的な供給
○住宅耐震化の促進
○火葬場の維持修繕、新火葬場整備構想・基本計画の策定
○情報化施策の推進
○定住促進対策の充実（相談拠点の整備、移住希望者への情報発信
等）
○空き家対策の推進

上下水道
住環境
火葬場
情報化
移住定住

③生活へのゆとりと潤
いの提供

○良好な市街地環境の形成と保全
○計画的な市街地整備
○住環境の整備
○土地区画整理事業の推進
○市街化調整区域における既存集落まちづくり区域指定制度の活用
○「亀岡市景観計画」及び「亀岡市景観条例」に基づく景観の形成
○市民に親しまれる公園・緑地の整備
○市民・団体の参加による花や緑のまちづくり
　（ウェルカムガーデン・スポットガーデンづくり、桜の名所づくり・桜守の
仕組み、芝生グラウンドの整備）
○亀岡まるごとガーデン・ミュージアム・プロジェクトの推進

市街地
景観

公園・緑地

第２期亀岡市総合戦略　基本目標、基本的方向一覧（具体的施策以下は第1期の施策を参考に記載）

基本目標①
子育てしたい、住み続けた
いまちへ
（子育て、教育、生涯学
習、文化財、交通、道路、
上下水道、住環境、火葬
場、情報化、移住定住、市
街地、景観、公園・緑地）

（１）元気な子どもが育つ
環境を整える

（３）生活の基盤・環境を整
えて定住・転入の魅力を
高める



基本目標 基本的方向
具体的施策
（参考・第1期）

個別施策
（参考・第1期）

想定する
分野

第２期亀岡市総合戦略　基本目標、基本的方向一覧（具体的施策以下は第1期の施策を参考に記載）

①シティプロモーション
の推進

○シティプロモーションの推進
○観光「亀岡」のPR
○国内外への観光キャンペーン・ＰＲ
○京都市・近隣都市との連携による広域観光圏の情報発信

観光

②観光受け入れ体制の
整備と観光資源の魅力
の向上

○観光資源の魅力の向上
○亀岡にゆかりの人物を活用した観光施設などの整備の検討
○外国人観光客の誘致
○観光地にふさわしい環境整備とホスピタリティの育成
（サインの整備・マップの充実等）
○市民主体の観光まちづくりの推進（レンタサイクル事業の推進等）
○京都府及び近隣市町との連携による地域資源の発掘と魅力の向上
（森の京都）
○匠、職人との交流の場の創設
○体験・滞在型観光の推進
○花の観光かめおかの推進
○観光関連団体の育成
○食と農の体感・体験支援
○森のステーションかめおかの推進
○「光秀公のまち」大河プロジェクトの推進

観光

①新たな交流拠点の整
備

○京都・亀岡保津川公園の整備
○府立京都スタジアムの活用
○スポーツを活かした地域づくり
○スポーツ観光の推進

公園
スタジアム
スポーツ

②スポーツを活かした
交流の振興

○スポーツによる地域の活性化
○府立京都スタジアムを活かしたマルシェ、イベント等による地域活性
化の推進
○府立京都スタジアムから市内観光地へのネットワークの強化
○サイクリングやウォーキングができる環境の整備

スポーツ
スタジアム

基本目標③
世界に誇れる環境先進都
市へ
（環境・河川）

（１）豊かな自然環境を守
り、持続可能なまちづくり
を推進する。

「生活の基盤・環境を整え
て定住・転入の魅力を高
める」から変更
※①－（３）と重複のため

①人と自然が共生する
快適な環境の創出

○地球環境子ども村事業の展開・発展
○アユモドキの保護増殖
○第2次亀岡市環境基本計画の推進
○亀岡市地球温暖化対策事業の推進
○再生可能エネルギーの活用の研究
○「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」に係る施策の推進
○亀岡ふるさとエナジー㈱と連携したエネルギーの利活用及び地産地
消の推進
○モビリティマネジメントの推進
○ごみ減量・資源化の推進（ゼロエミッションの推進）
○自然環境保全への意識啓発（企業のCSR活動）
○環境美化推進、不法投棄撲滅、○漂着ごみ対策
○騒音、振動、悪臭など苦情への対応
○生活排水処理の効率化
○森林ボランティアの育成
○桂川・中小河川の整備促進
○河川の親水性の向上
○桂川堤防・護岸高水敷の活用（保津川かわまちづくり計画）
○京都・亀岡保津川公園の整備
○生活インフラを支えるコミュニティコンビニ整備

環境
河川

基本目標②
スポーツ、歴史・文化、観
光の魅力で産業が輝くま
ちへ
（観光、公園、スタジアム、
スポーツ）

（１）亀岡の知名度を高め
る観光産業を活性化する

（２）スポーツを活かしたま
ちづくりを推進する



基本目標 基本的方向
具体的施策
（参考・第1期）

個別施策
（参考・第1期）

想定する
分野

第２期亀岡市総合戦略　基本目標、基本的方向一覧（具体的施策以下は第1期の施策を参考に記載）

①セーフコミュニティ体
制の整備

○亀岡市セーフコミュニティ推進協議会を中心としたネットワークの拡充
○地域におけるセーフコミュニティ活動の促進
○セーフコミュニティの啓発
○セーフコミュニティのメンバーシップ維持

安全安心

②外傷発生状況の把握
と取組効果の測定・分
析

○安全・安心プログラム構築
○外傷予防プログラムの効果測定と評価

安全安心

③インターナショナル
セーフスクール活動の
推進

○インターナショナルセーフスクール活動の推進 安全安心

①地域防災体制の強化

○総合防災訓練の実施
○各種ハザードマップの作成
○地域防災計画の見直し
○避難所の充実
○原子力災害への対応
○避難行動要支援者名簿の整備

防災

②消防体制の強化

○消防団活動の強化
○常備消防力の強化
○市民応急救護知識の普及啓発
○救急医療体制の充実

防災

（３）防犯体制の整備・シニ
アを中心とした交通安全を
推進する

①交通事故・犯罪の未
然防止

○交通安全啓発教室の開催
○高齢ドライバーへの安全対策
○防犯啓発活動の推進
○犯罪被害者支援の充実
○防犯カメラの効果的な設置
○消費者被害の防止
○公衆街路灯の設置、整備

安全安心

①保健・医療・福祉コ
ミュニティの充実

○福祉コミュニティづくりの推進（高齢者・子育てサロン等）
○民生委員等の活動への支援
○バリアフリー化の推進（ユニバーサルデザインのまちづくり）
○障がい者に対する医療・福祉体制の整備
○高齢者や障がい者の社会活動や就労の確保・促進
○介護保険サービス供給体制の整備
○認知症高齢者及び家族への支援
○相談支援体制の充実
○要支援者見守り体制の充実
○福祉人材の育成
○医療・介護・福祉の連携体制の構築（かかりつけ医制度の普及等）

保健福祉
医療

②自ら取組む健康づくり
の促進

○各保健事業の円滑な運用
○仲間と取組む「健康な地域づくり」の支援
○人生の「節目」ごとの健康支援
○健康意識の啓発
○発達障害への支援
○高齢者介護予防の推進
○高齢者の社会活動への参加及び就労機会の確保
○高齢者の学習・スポーツ活動の促進
○生活習慣病予防
○感染症予防対策の推進
○市民等の医療の確保（休日急病診療）

保健福祉
医療

（５）児童生徒の安全・安
心を確保する

①通学の安全確保と見
守り活動の充実

○児童生徒の交通安全意識の向上
○学校、地域、保護者の連携による通学路の見守り・安全指導
○遠距離通学スクールバスの運行
○インターナショナルセーフスクールの取組の普及

安全安心

（６）市民協働で地域課題
を解決する

①市民活動及び協働の
取組の支援

○市民協働に関する情報発信の強化
○市民活動支援基金の創設
○コミュニティビジネスの支援の仕組みづくり
○協働コーディネーターの仕組みづくり
○亀岡市を応援する組織づくり
○自治基本条例の研究
○広聴機会の充実

市民協働

（７）誰もがお互いを尊重し
合うまちをつくる

①人権・平和のまちづく
りの推進

○人権・平和の啓発、学習機会の提供
○男女共同参画社会への意識啓発の促進
○コミュニティ活動の推進
○多文化共生社会の実現に向けた取組

人権
多文化共生

基本目標④
だれもが安心して暮らせる
セーフコミュニティ、多文化
共生のまちへ
（安全安心、防災、保健福
祉、医療、人権、多文化共
生）

（１）セーフコミュニティを推
進する

（２）自助・共助・公助で防
災・消防体制を強化する

（４）ともに支えあう健康・
福祉コミュニティを整備す
る



基本目標 基本的方向
具体的施策
（参考・第1期）

個別施策
（参考・第1期）

想定する
分野

第２期亀岡市総合戦略　基本目標、基本的方向一覧（具体的施策以下は第1期の施策を参考に記載）

（１）ものづくり企業のイノ
ベーションで雇用を促進す
る

①付加価値の高い産業
の振興と新産業の創出

○新産業の創出支援
○農商工観・産学官連携体制の強化
○企業誘致の推進
○工業用地の斡旋
○地区計画制度等を活用した適正な土地利用の誘導

産業

①亀岡市商業活性化推
進計画の支援

○地域に根ざした事業の推進
○にぎわい創出事業の展開
○交流人口の増加と消費拡大を支援

産業

②かめおか食産業振興
プロジェクトの推進

○農商工観・産学官連携の構築
○新商品の研究・開発・販路開拓支援
○特産品のブランド化

農林業

③創業支援事業の推進

○創業支援計画の策定
○創業支援制度の充実
○定住促進支援
○雇用拡大支援

就労

（３）次代の担い手により
農林業の雇用を創出する

①新たな農林産品流通
システムの開拓

○地産地消の推進
○継続性のある生産体制の構築
○遊休地の解消
○新規就農者の支援
○農地集約化の推進
○ふるさと納税による地元産品の活用
○特産品の振興・ブランド化（亀岡牛、丹波大納言小豆等）
○農産物の発信・販売拠点の整備
○他業種との連携・交流の推進（農の六次産業化）
○林産物の振興（丹波栗、丹波松茸等）
○里山における経済循環の仕組みづくり

農林業

（４）市民やＵターン希望者
等の就労を支援する

①就労支援の促進
○企業との情報交換の推進
○就職個別相談会の開催など就労情報の発信
○職業能力開発の支援

就労

凡例
…1期戦略基本目標①快適で魅力のある定住環境を整える【定住促進・少子化対策】
…1期戦略基本目標②セーフコミュニティで安全・安心の定住環境を整える【安全・安心の推進】
…1期戦略基本目標③交流人口を増加させ、にぎわいを創出する【にぎわいの創出】

基本目標⑤
次代をリードする新産業を
創出するまちへ
（産業、農林業、就労）

（２）新たな産業振興でに
ぎわいを創出する


