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第１章 都市計画マスタープランの目的と役割 

  

第１章 

都市計画マスタープランの目的と役割 
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第１章 都市計画マスタープランの目的と役割 

１．都市計画マスタープランとは 

 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第１８条の２に規定する市町村の都市計画に

関する基本的な方針の呼称であり、市町村がその創意工夫のもとに、都市の将来のあるべき

姿やまちづくりの方向性を示すものです。 

 

２．都市計画マスタープラン改定の背景 

 

本市では、平成１４（２００２）年１月に「亀岡市都市計画マスタープラン」を策定し、

その後の社会経済情勢の変化や上位計画の改定などを踏まえ、集約型都市構造の形成に向

け、平成２４（２０１２）年１１月に第１回目の改定を行っています。 

そして、第１回目の改定から約１０年が経過しましたが、人口減少や少子高齢化はさらな

る進展をみせるなど、本市を取り巻く社会経済情勢は刻々と変化してきています。また、ま

ちづくりの動向としても、平成２７（２０１５）年７月に京都縦貫自動車道が全線開通し、

令和２（２０２０）年１月に府立京都スタジアムが開業するなど、都市構造に大きな変化が

みられます。 

また、都市施設などの立地適正化の誘導を図る計画として、都市計画マスタープランの一

部とされる「亀岡市立地適正化計画」を平成３１（２０１９）年３月に策定し、集約型都市

構造の推進に向けた取組を進めるとともに、本市のまちづくりにおける上位計画である「第

５次亀岡市総合計画」を令和３（２０２１）年４月に策定しています。 

以上より、社会経済情勢や都市構造の変化に対応し、上位計画及び関連計画などとの整合

を図ることで、人と時代に選ばれる リーディングシティ亀岡の実現を図るため、第２回目

の「亀岡市都市計画マスタープラン」の改定を行います。 

 

■ 都市計画マスタープラン改定の背景 

  

亀岡市都市計画マスタープランの改定 

社会経済情勢や 

都市構造の変化など 

への対応 

上位計画や 

関連計画などとの 

整合 
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第１章 都市計画マスタープランの目的と役割 

３．都市計画マスタープランの位置づけと役割 

 

都市計画マスタープランは、都道府県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」及び市町村が策定する「市町村総合計画」に即して定めることとされています。 

本計画は、本市のまちづくりを実現するための部門別計画に対する基本的な指針として

の役割を担うもので、今後、本市が行う個別の都市計画は本計画に即すことが求められます。 

 

■ 都市計画マスタープランの位置づけと役割 
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第１章 都市計画マスタープランの目的と役割 

４．都市計画マスタープランの対象区域と目標年次 

 

本計画は都市計画に関する基本方針であることから、本来は都市計画区域を計画の対象

とするところですが、本市の将来のあるべき姿やまちづくりの方向を示すため、亀岡市全域

を計画の対象区域とします。 

また、本市の上位計画である「第５次亀岡市総合計画」が令和１２（２０３０）年度を目

標年次としていることを踏まえ、本計画も令和１２（２０３０）年度を目標年次として目指

すまちの姿を設定し、本市の掲げる将来都市像の実現に向けたまちづくりの方針を示します。 

なお、社会経済情勢の変化などにより必要が生じた場合には、適切な対応を図るための見

直しを行います。 

 

５．都市計画マスタープランの構成 

 

本計画は、本市の現況を踏まえたまちづくりにおける課題を整理し、その課題解決に向け

たまちづくりの方針を設定します。 

設定したまちづくりの方針を踏まえ、全市的視点から目指すべき将来像とその方向性を

示す全体構想、市民の生活の視点による身近な地域を対象とした地域別構想、これらの構想

を実現していくための方策を示す目指す都市像の実現に向けてを設定します。 

 

■ 都市計画マスタープランの構成 

 

 

第３章 まちづくりの方針 

第４章 全体構想 

 

 

 

第５章 地域別構想 

第６章 目指す都市像の実現に向けて 

第２章 本市の現況と課題 
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第２章 本市の現況と課題 

  

 

第２章 

本市の現況と課題 
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第２章 本市の現況と課題 

１．本市の現況 

 

１―１．位置と地勢 

 

本市は、京都市の西方約２０kｍ、京都府のほぼ中

央に位置し、北は南丹市、東は京都市、南と西は大阪

府に接しており、兵庫県とも近い距離にあります。 

京都府の中心である京都市とは、地形的に分断さ

れているものの、京都駅から園部駅間の複線化事業

が完成したＪＲ山陰本線や京都縦貫自動車道の整備

によって結び付きが強化され、大都市圏の近郊都市

としての機能を強めながら、本市は、丹波地域の産

業・文化の中心地として発展してきており、この地域

の玄関口・中心地として、独自の都市圏を形成する自

立性も併せ持っています。 

また、本市は、周囲を５００～８００ｍクラスの山々に囲まれた盆地状の地形にあり、市

域の約７割が山林となっているほか、市域の中心部を北から東へ貫流する桂川をはじめと

して、淀川水系の中小河川が市域を覆うように流れています。そのため、古くから河川の氾

濫やがけ崩れなどの土砂災害が発生するなど、これらの自然災害に対する取組を進めてき

ました。 

 

１―２．歴史 

 

古代には、亀岡市の一部が湖を形成していたと言われています。縄文時代からは人が住み

はじめ、弥生時代には稲作農耕が発達し、生活の場となっていました。 

奈良～平安時代には、丹波国の中心地であったため、丹波国分寺・国分尼寺などが置かれ、

市内各所に仏像などの歴史遺産が残り、これらは重要文化財などに指定されています。 

戦国時代末期には、織田信長の命を受けた明智光秀の支配下に入りました。光秀は亀山城

を築城して城下町の基盤をつくり、今日の亀岡市の礎を築きました。その後、江戸時代には、

丹波を代表する城下町として繁栄しました。 

明治２（１８６９）年、当時の地名を亀山としていましたが、伊勢の亀山との混同を避け

るため、亀岡に地名を改称しました。昭和３０（１９５５）年には、町村合併促進法により、

南桑田郡１町１５箇村の大合併が行われ、その後、一部の合併、分市を行いながら昭和３４

（１９５９）年９月に現在の市域が形成され、今日に至っています。 

 

 

出典：亀岡市統計書 

東西 南北 面積

広ぼう 24.6 km 20.5 km 22,480 ha

■ 位置図 

■ 地勢 
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第２章 本市の現況と課題 

１―３．人口・世帯 

 

①人口・世帯 

本市の人口は、平成１２（２０００）年まで増加傾向となっていますが、平成１２年をピ

ークに緩やかな減少傾向となっており、令和２（２０２０）年の総人口は８６,１７４人と

なっています。 

一方で、世帯数は増加傾向となっていることから、核家族世帯や単独世帯の増加などが

考えられます。 

②年齢３区分別人口 

年齢３区分別人口割合の推

移をみると、１５歳未満の年

少人口と１５～６４歳の生産

年齢人口が減少傾向、６５歳

以上の高齢者人口が増加傾向

となっており、少子高齢化が

進んでいます。 

一方で、周辺の市町と比較

すると、亀岡市の年齢３区分

別での人口の割合は、周辺市

町と類似した傾向を示してい

ます。 

  

15,089 
18,998 

21,017 
24,277 

28,198 
30,625 

32,455  33,625  33,915  34,431
58,184 

69,410 
76,207 

85,283 
92,398  94,555  93,996  92,399  89,479  86,174

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）（世帯）

世帯 人口

■ 人口及び世帯数の推移 

出典：国勢調査 

15歳未満

18.8%

16.5%

14.7%

14.1%

13.2%

11.7%

9.7%

13.5%

13.0%

9.5%

10.6%

12.2%

13.6%

6.6%

6.8%

15～64歳

69.2%

69.2%

67.7%

64.7%

59.4%

55.8%

59.2%

57.1%

57.5%

51.4%

57.2%

58.2%

61.6%

45.9%

51.2%

65歳以上

11.8%

14.1%

16.8%

20.6%

26.2%

32.5%

31.1%

29.9%

29.5%

39.1%

32.2%

29.6%

24.8%

47.5%

42.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

京都市

長岡京市

向日市

南丹市

京都府

大阪府高槻市

大阪府茨木市

大阪府能勢町

大阪府豊能町

亀
岡
市

■ 年齢３区分別人口の推移 

出典：国勢調査 

※ 亀岡市以外の数値は令和２年の調査結果 



 

8 

 

第２章 本市の現況と課題 

③人口動態 

人口動態の推移をみると、出生数と死亡数の差である自然増減数は、死亡数が出生数を上

回り減少傾向となっています。 

転入数と転出数の差である社会増減数をみても、転出数が転入数を上回り、減少傾向と

なっています。 

 

④昼夜間人口比率 

昼夜間人口比率をみると、

夜間人口と比較して昼間人

口が少なく、８５％前後で推

移しており、周辺市町と比べ

て、比較的低い値となってい

ます。 
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出典：亀岡市統計書 
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出典：国勢調査 

※ 亀岡市以外の数値は平成２７年の調査結果 
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第２章 本市の現況と課題 

１―４．産業 

 

①商業 

商業の推移をみると、卸小売業年間商品販売額は平成１９（２００７）年から平成２４

（２０１２）年までの間に約４００億円減少していますが、平成２４年以降は、増加傾向

にあります。 

中心性指数※の状況をみると、京都市を除く近隣市と比べて、消費者の吸収力が高くなっ

ています。 

 

 

 

②工業 

工業の推移をみると、製造品出荷額等は平成２２（２０１０）年以降約１,０６０億円か

ら１,３７０億円の幅で変動しています。 

人口１人当たりの製造品出荷額等の状況をみると、工業への依存度が比較的低くなって

います。 

■ 卸小売業年間商品販売額（補正後）の推移 ■ 中心性指数の比較（平成２８年） 

出典：商業統計調査、経済センサス（活動調査） 

※ 物価変動による影響を除くためグラフは補正しており統計の数値とは異なる 
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■ 製造品出荷額等（補正後）の推移 

出典：工業統計調査 

■ 周辺市町との人口１人当たりの製造

品出荷額等の比較（平成３０年） 

※物価変動による影響を除くためグラフは補正しており統計の数値とは異なる 

市内・町内小売業年間商品販売額／市内・町内人口 

府内小売業年間商品販売額／府内人口 
中心性指数 ＝ 

※ 中心性指数：京都府を１とした場合の顧客吸収力の指数、１より大きければ消費者の流入が大きく、１より小さ 

ければ消費者の流出が大きい 
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第２章 本市の現況と課題 

③農業 

農業の推移をみると、人口減少や農業従事者の高齢化、後継者不足などの影響により平

成１２（２０００）年から農家数及び耕地面積ともに減少傾向となっています。 

 

④観光 

本市は、湯の花温泉、保津川下り、トロッコ列車などの主要観光施設をはじめ、社寺や名

所史跡などが数多く存在し、豊かな歴史・観光資源に恵まれています。 

本市への観光入込客数の推移をみると、総数は増加傾向となっており、平成２２（２０１０）

年と比較して令和元（２０２１）年には約２１４万人から３４７万人に増加しています。 

一方で、利用形態の内訳をみると、日帰り利用が極端に多くなっており、滞在型観光をい

かに推進していくかが今後の課題として挙げられます。また、新型コロナウイルス感染症の

影響も懸念されますが、感染対策の成果に合わせて観光需要も回復するものと期待されます。 
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出典：農林業センサス 
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第２章 本市の現況と課題 

１―５．土地利用 

 

本市は約７割が山林であり、中心部を北から東へと桂川が流れ、その周辺の平野部では農

地が広がるなど、豊かな自然環境を有しています。 

市街地では、ＪＲ沿線や南つつじケ丘などの住宅地が広がっています。また、国道９号沿

道やＪＲ亀岡駅周辺を中心に商業地、大井ＩＣ周辺に工業地が広がっています。 

 

  

出典：令和元年度都市計画基礎調査 

■ 土地利用の状況 
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第２章 本市の現況と課題 

１―６．空き家の状況 

 

空き家の推移をみると、空き家件数は

増加傾向であり、平成３０（２０１８）

年では５,２８０件となっています。内

訳としては、賃貸用、売却用、二次的住

宅が増加し、その他の住宅は横ばいとな

っています。 

空き家率についても、平成２５

（２０１３）年から平成３０（２０１８）

年にかけて増加傾向となっています。 

 

１―７．都市機能増進施設の集積状況など 

 

亀岡市立地適正化計画では、医療・福祉・商業などの都市機能増進施設※１のうち、一定の

用途の施設を誘導施設として定め、それらの各種サービスの効率的な提供を図るため、立地

を誘導し集約する区域として下図のとおり都市機能誘導区域を定めています。 

本市における都市機能増進施設の集積状況などを把握するため、亀岡市立地適正化計画

における誘導施設のうち、公共施設を除く医療、介護・福祉、商業の機能ごとに、本市全域

に対する都市機能誘導区域内の対象施設数の割合と、利用圏平均人口密度※２により効率的

な立地状況であるかについて評価を行っています。 

※１ 居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であり都市機能の増進に著しく寄与するもの 

※２ 利用圏平均人口密度（人/ha）= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 空き家件数及び空き家率の推移 

出典：住宅・土地統計調査 
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第２章 本市の現況と課題 

■都市機能誘導区域ごとに設定した誘導施設 

 

都市機能誘導区域 

ＪＲ亀岡駅

周辺 

ＪＲ千代川駅

周辺 

ＪＲ並河駅

周辺 

ＪＲ馬堀駅

周辺 

医療機能 病院 ○   ○ 

介護･福祉 

機能 
介護保険などサービス 
（入所系・入居系） 

○ ○ ○ ○ 

商業機能 
総合スーパー ○   ○ 

スーパー ○ ○ ○ ○ 

病院              :医療法第１条の５第１項に規定する施設 

介護保険などサービス:介護保険法第８条で規定する居宅サービスのうち、入居に係る施設 

総合スーパー      :商業統計調査における業態分類表に定める総合スーパーで店舗面積が５,０００㎡以上のもの 

（本市の該当例：イオン、アルプラザなど） 

スーパー          :生鮮食料品を取り扱う店舗のうち、店舗面積が１,０００㎡以上のもの 

 

＜利用圏の定義など＞ 

利用圏は、国土交通省が発行している都市構造の評価に関するハンドブックに基づき、各

施設からそれぞれ半径８００ｍの範囲と定義しました。 

 

①医療機能 

医療施設の利用圏平均人口密度は４２.９人/ha となっており、参考値として都市機能誘

導区域内の人口密度５０．５人/ha と比較すると乖離があるため、引き続き立地適正化計画

に基づいた効率化が求められます。 

 

出典：亀岡市立地適正化計画 

■ 医療機能の集積状況 

（施設数）
本市全域の医療機能の施設数 4
都市機能誘導区域内の医療機能の施設数 1

（人/ha）
本市全域の利用圏平均人口密度 42.9
都市機能誘導区域内の利用圏平均人口密度 50.5
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第２章 本市の現況と課題 

②介護・福祉機能 

介護・福祉機能は市街地に加えて、市街化調整区域や都市計画区域外の主要道路沿道にも

立地しています。 

介護・福祉施設の利用圏平均人口密度は１６.３人/ha となっており、参考値として都市

機能誘導区域内の人口密度４９．６人/ha と比較すると乖離があるため、立地適正化計画に

基づいた効率化が求められます。 

③商業機能 

商業機能は市街地に立地しています。 

商業施設の利用圏平均人口密度は３８.０人/ha となっており、参考値として都市機能誘

導区域内の人口密度４９．６人/ha と比較すると乖離があるため、引き続き立地適正化計画

に基づいた効率化が求められます。 

■ 介護・福祉機能の集積状況 

本市全域の介護・福祉機能の施設数 7

都市機能誘導区域内の介護・福祉機能の施設数 0

施設の利用圏平均人口密度 16.3

都市機能誘導区域の人口密度 49.6

（人/ha）

（施設数）

■ 商業機能の集積状況 

本市全域の商業機能の施設数 16

都市機能誘導区域内の商業機能の施設数 8

施設の利用圏平均人口密度 38.0

都市機能誘導区域の人口密度 49.6

（施設数）

（人/ha）
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第２章 本市の現況と課題 

１―８．公共交通 

 

①鉄道駅の乗客数 

各鉄道駅における乗客数の推移をみると、概ね横ばい傾向となっています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により乗客数の減少も懸念されますが、生活様式の変

化に対応することで、今後は府立京都スタジアムの開業に伴い、ＪＲ亀岡駅においては乗客

数の増加が期待されます。 

②バスの乗客数 

路線バスについては、京阪京都交通㈱がＪＲ亀岡駅や馬堀駅などの鉄道駅から市内の住

宅地や大学、市外などを結ぶ路線を中心に運行しています。また、市営バスであるコミュニ

ティバスが亀岡地区と篠地区で運行しており、同じくふるさとバスがＪＲ並河駅などから

市街化調整区域や都市計画区域外の集落地を結ぶ路線を中心に運行しています。 

バス乗客数の推移をみると、路線バスは平成２９（２０１７）年まで減少傾向となってい

ますが、平成３０（２０１８）年は増加しています。また、コミュニティバスとふるさとバ

スは横ばい傾向となっています。 

1,122  1,120  1,117  1,141  1,122  1,132  1,119  1,124  1,131 1,108
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■ 鉄道駅の乗降客数の推移 

出典：亀岡市統計書 
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出典：亀岡市統計書など 



 

16 

 

第２章 本市の現況と課題 

１―９．都市施設 

 

①都市計画道路 

都市計画道路の整備状況は、令和２（２０２０）年度末時点での整備率が、６０．６％と

なっています。なお、都市計画決定以降の社会経済情勢などの変化に対応するため、平成

２６（２０１４）年度に都市計画道路網の見直しを行い、長期未着手・未整備路線となって

いた紺屋三宅線や余部安町線の一部区間、下矢田三宅線などの路線を廃止しています。 

■ 都市計画道路の整備状況（令和２（２０２０）年度末時点） 

※ 概成済延長：計画幅員の用地は確保していないが、計画の２/３以上の幅員を確保し、一般供用されている路線の延長 

図面一部修正 

都市計画決定 概成済 整備済 都市計画決定 概成済 整備済

延長（ｍ) 延長※（ｍ) 延長（ｍ) 延長（ｍ) 延長※（ｍ) 延長（ｍ)

52,270 9,000 27,527 52.7 47,730 10,065 28,915 60.6
整備率は
概成済を除く

※ 整備率：各時点での総延長と整備済延長の比率

平成２２年度末時点 令和２年度末時点

備考
整備率（％） 整備率（％）
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第２章 本市の現況と課題 

②広域幹線道路 

一般国道、主要地方道、一般府道といった広域幹線道路の整備状況は、改良率や歩道設 

置率は増加していますが、一車線道路や歩道無しの区間が断続的に続く箇所が広く分布し

ている状況となっています。 

 

■ 広域幹線道路の整備状況（令和２（２０２０）年度末時点） 

一般国道 主要地方道 一般府道 合計 一般国道 主要地方道 一般府道 合計
実延長 (ｍ) 36,522 43,350 54,742 134,614 36,739 46,343 54,155 137,238
改良済延長 (ｍ) 30,462 29,336 24,437 84,235 31,940 33,511 27,933 93,384
改良率 (％) 83.4 67.7 44.6 62.6 86.9 72.3 51.6 68.0
舗装済延長 (ｍ) 36,522 43,350 54,742 134,614 36,739 46,343 54,155 137,238
舗装率 (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
歩道設置済延長 (ｍ) 22,847 21,589 15,876 60,313 24,555 27,725 19,900 72,179
歩道設置率 (％) 62.6 49.8 29.0 44.8 66.8 59.8 36.7 52.6
※ 改良済延長及び改良率：車道幅員5.5ｍ以上を対象

平成２０年度末時点 令和２年度末時点
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第２章 本市の現況と課題 

③都市計画公園・緑地 

都市計画公園・緑地の整備状況は、約１０年前である平成２２（２０１０）年度末時点か

ら令和２（２０２０）年度末までの間に、街区公園の東つつじケ丘公園を整備しています。

また、その間に亀岡駅北地区周辺に総合公園として新たに位置づけられた京都・亀岡保津川

公園などについても順次整備を進めています。 

■ 都市計画公園・緑地の整備状況 

箇所数 面積（ｈａ) 箇所数 面積（ｈａ) 整備率(％) 箇所数 面積（ｈａ) 箇所数 面積（ｈａ) 整備率(％)

住区基幹公園 23 15.74 21 6.39 40.6 28 16.80 22 6.64 39.5

街区公園 20 5.14 19 4.89 95.1 25 6.20 20 5.14 82.9

近隣公園 2 4.00 2 1.50 37.5 2 4.00 2 1.50 37.5

地区公園 1 6.60 0 0.00 0.0 1 6.60 0 0.00 0.0

都市基幹公園 3 131.80 2 49.80 37.8 4 146.80 2 50.90 34.7

総合公園 2 112.40 1 35.00 31.1 3 126.30 1 35.00 27.7

運動公園 1 19.40 1 14.80 76.3 1 20.50 1 15.90 77.6

基幹公園計 26 147.54 23 56.19 38.1 32 163.60 24 57.54 35.2

緑地 2 216.40 2 4.10 1.9 2 216.40 2 4.10 1.9

公園緑地計 28 363.94 25 60.29 16.6 34 380.00 26 61.64 16.2

公園・緑地名称

平成２２年度末時点 令和２年度末時点

都市計画決定事項 整備済 都市計画決定事項 整備済
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第２章 本市の現況と課題 

④都市公園 

都市公園の整備状況は、現在１１箇所で供用しており、令和元（２０１９）年以降、保津

川水辺公園と駅南三角公園を供用しています。 

 

 

■ 都市公園の整備状況 

面積（ｈａ） 供用日
古世親水公園 0.20 H2.4.1
南金岐雨蛙公園 0.18 H4.7.1
鉄道歴史公園 0.09 H7.6.27
大籔１号公園 0.10 H10.7.1
大籔２号公園 0.24 H10.7.1
山本ふれあい公園 0.13 H11.7.1
ちとせ山公園 0.21 H13.9.26
大成公園 0.14 H19.1.16
大井西部公園 0.61 H22.2.1
保津川水辺公園 8.66 R1.10.2
駅南三角公園 0.13 R3.4.1

公園名称
供用
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第２章 本市の現況と課題 

⑤水道 

水道の整備状況は、約１０年前である平成２２（２０１０）年度末時点から令和２（２

０２０）年度末までの間に約４,０００ｈａの給水区域を整備しました。 

  

■ 水道の整備状況 
平成２２年度末時点 令和２年度末時点

4,120 7,870

4,430 7,870

浄水場施設能力（㎥/日） 53,600 53,847

配水池数（池） 27 45

配水池容量（㎥） 36,295 34,051

配水管延長（ｍ） 473,046 613,443

給水区域内人口（人） 81,431 86,223

給水人口（人） 81,202 85,977

給水普及率（％） 99.7 99.7

施設数（箇所） 5 0

給水戸数（戸） 2,502 0

給水人口（人） 7,402 0

計画給水区域（ｈａ）

施設

普及率

簡易水道

整備済

給水区域（ｈａ）
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第２章 本市の現況と課題 

⑥下水道 

 下水道（汚水）の整備状況は、約１０年前である平成２２（２０１０）年度末時点から令

和２（２０２０）年度末までの間に、処理面積を約１７０ｈａ、管渠延長を約５０,０００ｍ

整備しています。また、総人口普及率も８８．３％から９５．２％に上昇しています。 

公共下水道（雨水）の整備状況は、事業計画を策定している４排水区（鵜の川左岸、西川

左岸、年谷川左岸、犬飼川左岸）のうち犬飼左岸排水区を残し雨水幹線排水路の整備を行い、

一定の効果を得ています。未整備である犬飼川左岸排水区内の一部幹線排水路については、

圃場整備の計画と整合した整備計画を進めています。 

 

■ 下水道の整備状況 
平成２２年度末時点 令和２年度末時点

処理面積（ｈａ） 1,520 1,691

処理人口（人） 81,715 83,488

総人口普及率（％） 88.3 95.2

管渠延長（ｍ） 455,137 507,795

処理場（箇所） 10 8

水洗化率（％） 75.9 91.2

排水面積（ｈａ） 19.8 19.8

管渠延長（ｍ） 3,230 3,230

整備済

汚

水

雨

水
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第２章 本市の現況と課題 

⑦河川 

河川の整備状況は、平成２１（２００９）年度末時点から令和２（２０２０）年度末まで

の間に、一級河川は約５００ｍ、準用河川は約８００ｍ整備されています。 

■ 一級河川の整備状況 ■ 準用河川の整備状況 

平成２１年度末時点 令和２年度末時点

延長 （ｍ） 14,420 14,420

整備済延長 （ｍ） 11,745 12,524

未整備延長 （ｍ） 2,675 1,896

整備率 （％） 81.4 86.9

平成２１年度末時点 令和２年度末時点

延長 （ｍ） 75,900 75,900

整備済延長 （ｍ） 26,700 27,200

未整備延長 （ｍ） 49,200 48,700

整備率 （％） 35.2 35.8

※ 整備済延長：時間雨量 50ｍｍに対応できる整備が 

完成した区間の延長 
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第２章 本市の現況と課題 

１－１０．環境への取組 

 

ごみ処理施設の推移をみると、焼却処分と埋立処分の量は減少傾向となっており、平成

３０（２０１８）年における焼却処分のごみの量は平成２１（２００９）年と比較して約

３,０００トン減少しています。 

一方で、再資源化の量は増加傾向となっており、平成３０（２０１８）年における再資源

化のごみの量は平成２１（２００９）年と比較して約６００トン増加しています。 

なお、本市では、平成３０（２０１８）年１２月にかめおかプラスチックごみゼロ宣言を

亀岡市議会とともに発出した他、令和３（２０２１）年１月には全国初となるプラスチック

製レジ袋の提供禁止に関する条例を施行するなど、ごみの排出量削減や地球環境問題に対

する取組を積極的に行っています。 

 

  

22,078
21,806 21,745

21,411 21,411

20,708
20,832

19,996 19,871

19,282
19,494

2,040
2,406

2,072 1,934 2,032
1,800

1,567 1,464 1,520 1,598 1,723

1,027 1,037 1,029 1,023 914
1,195

1,559 1,617 1,605 1,615 1,741

0

2,000
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8,000

10,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

焼却処分 埋立処分 再資源化

24,000

22,000

20,000

■ ごみ処理の推移 

出典：亀岡市統計書 

（単位：トン） 

＜かめおかプラスチックごみゼロ宣言＞ 

深刻化する海洋プラスチック汚染は、魚や海鳥などの海の生態系にまで大きな影響を与え、地球規模

の問題となっています。ここ亀岡でも、大量のペットボトルやレジ袋などのプラスチックごみ問題が、

保津川をはじめとする自然景観や市民の生活環境、そして観光にも大きな影響を与えているだけでな

く、「市の魚 アユモドキ」に代表される多様な川の生態系にも影響を及ぼすことが危惧されています。 

 この問題は、私たち一人ひとりの身近な問題として捉えていく必要があります。そして、私たちにで

きる身近な取組みを国内外の他都市とも連携し、湧き上がるような大きな流れを巻き起こしていかな

ければ解決できるものではありません。 

 今、世界では、使い捨てプラスチックごみの削減に向けた動きが加速しています。亀岡市は、平成２４

年に内陸部の自治体で初めてとなる海ごみサミットを開催し「母なる川保津川」から海ごみをなくす取

り組みを発信してきました。こうした取り組みをさらに深化させ、みなさんとともに２０３０年までに

使い捨てプラスチックごみゼロのまちを目指します。 

 そして、自然環境の保全と地域経済の活性化に一体的に取り組む『世界に誇れる環境先進都市』を実

現します。 

 ２０１８年１２月１３日   亀岡市長 桂川 孝裕   亀岡市議会議長 湊 泰孝 
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第２章 本市の現況と課題 

１―１１．災害 

 

本市は周囲を山々に囲まれ、土砂災害が発生しやすい地形となっており、近年は大型化す

る台風や局地的な豪雨によりがけ崩れや土石流、道路の崩落など甚大な被害が発生してい

ます。また、歴史的に本市では市域を貫流する桂川の氾濫によりたびたび洪水被害が発生し

ており、桂川の河川改修の進捗や上流の日吉ダムの整備により、段階的に治水安全度の向上

が図られています。 

 

■ 桂川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

出典：京都府砂防課 

■ 近年の浸水被害発生状況 

■ 近年の土砂災害発生状況 

出典：令和元年度都市計画基礎調査 

発生年月日 原因 浸水面積（ｈａ） 床上浸水（戸） 床下浸水（戸） 浸水田畑（ｈａ） 最大時間雨量（ミリ/ｈ） 総雨量（ミリ）

平成15年7月16日 - 0.338 － 1 … 0.0 0.0

平成16年10月20日 台風２３号 173.319 16 85 68.600 37.0 200.0

平成19年6月26日 - 0.072 － 4 0.020 1.0 1.0

平成21年7月19日 豪雨 0.002 － 1 1.730 42.5 90.0

平成22年7月13日 豪雨 0.244 3 23 0.870 21.0 41.5

平成22年8月12日 豪雨 1.495 － 1 … 7.0 15.0

平成24年7月15日 豪雨 … 17 50 … 0.5 0.5

平成25年9月15日 台風１８号 … 110 260 321.620 28.5 152.0

平成26年8月9日 台風１１号 … － 42 87.270 18.5 122.5

平成27年7月17日 台風１１号 … － － 0.420 11.0 135.0

平成28年9月18日 豪雨 … － 5 … 16.0 64.5

平成30年7月5日 平成３０年７月豪雨 … 2 45 0.520 27.0 175.0

平成30年8月23日 台風２０号 … 4 47 0.090 19.5 23.5

平成30年9月4日 台風２１号 … 1 － 3.410 64.5 83.5

平成30年9月7日 豪雨（秋雨前線） … 7 36 3.830 8.5 19.0

　…：不詳　－：該当なし

発生年月日 備考

平成16年10月20日 がけ崩れ（２箇所）、地すべり（１箇所）
平成22年7月13日 がけ崩れ（１７箇所）
平成23年4月30日 がけ崩れ（１箇所）
平成26年8月9日 がけ崩れ（７箇所）
平成30年7月5日 がけ崩れ（２箇所）、土石流（１箇所）
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第２章 本市の現況と課題 

２．市民意向調査 

 

２－１．市民意向調査の概要 

 

「第５次亀岡市総合計画」策定の基礎資料として、住みやすさや今後の市政運営に対す

る市民の意向を把握するため、令和元（２０１９）年７月に第５次亀岡市総合計画策定に

係る亀岡市まちづくりアンケートが実施されました。 

本計画は、「第５次亀岡市総合計画」に掲げた将来都市像の実現に向け、都市計画分野で

の具体的な方針を示すものであり、市民の声を反映し市民主体のまちづくりを実現するた

め、第５次亀岡市総合計画策定に係る亀岡市まちづくりアンケートを基に市民のまちづく

りに関する意識などについてとりまとめを行いました。 

 

 

 

 

 

 

２－２．市民意向調査の結果 

 

①住みごこちや、まちづくりの取組について 

＜定住意向＞ 

本市の定住意向について、全体として約８割が「ずっと住み続けたい」及び「当分の間は

住みたい」と回答していますが、年齢別でみると２０歳代の約３割が「いずれは転出したい」

及び「すぐにでも転出したい」と回答しています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

全体

ずっと住み続けたい 当分の間は住みたい いずれは転出したい

すぐにでも転出したい 特に考えていない 無回答

■ 今後も亀岡市に住み続けたいか 

調査地域   亀岡市全域 

   調査対象者  １８歳以上の市内居住者 

から３,０００人を無作為 

に抽出 

   調査期間   令和元年７月１１日～７月３１日 

     調査方法   郵送配布・郵送回収 

   調査数    ３,０００人 

   有効回収数  ９７６人（３２.５％） 
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第２章 本市の現況と課題 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

満足度 重要度

＜住み続けたい理由及び転出したい理由＞ 

住み続けたい理由について、「周りの自然環境や住環境が良いから」と回答した割合が約

６割で最も高く、次いで、「まちに住んで愛着を感じているから」と回答した割合が高くな

っています。 

 転出したい理由について、「通勤・通学や買い物などに不満があるから」と回答した割合

が全体の約６割で最も高く、次いで、「医療や福祉、公共サービスなどの条件が不十分だか

ら」と回答した割合が高くなっています。 

 

＜まちの住みごこちやまちづくりについての満足度と重要度＞ 

【満足度と重要度】 

満足度と重要度ともに「まちの安全や安心

に関すること」が最も高く、次いで「健康づく

りや福祉に関すること」が高くなっています。 

 

【満足度と重要度の差】 

満足度と重要度の差が最も大きい分野は、

「健康づくりや福祉に関すること」次いで、

「生活の利便性や快適さに関すること」とな

っています。 

  

■ 住み続けたい理由 ■ 転出したい理由 

28%

58%

45%

9%

6%

16%

13%

18%

20%

35%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

周りの自然環境や住環境に不満があるから

通勤・通学や買い物などに不満があるから

医療や福祉、公共サービスなどの

条件が不十分だから

住宅の都合（市外に住宅を購入する、家賃が高い）

子供の教育に不満があるから

仕事の関係で（仕事の都合で

移らないといけない）

近所づきあいに不満があるから

親・子や親類・知人の近くに住みたいから

治安（防犯など）や災害への不安があるから

まちに住んで愛着を持てないから

その他

62%

26%

9%

42%

1%

14%

19%

33%

22%

44%

8%

0% 20% 40% 60% 80%

周りの自然環境や住環境が良いから

通勤・通学や買い物などが便利だから

医療や福祉、公共サービスなどの

条件が整っているから

住宅の都合（住宅を購入した、家賃が手ごろ）

子供の教育が充実しているから

仕事の関係で（仕事の都合で移れない）

近所づきあいに満足しているから

親・子や親類・知人が近くに住んでいるから

治安（防犯など）や災害への不安が小さいから

まちに住んで愛着を感じているから

その他

■ 満足度と重要度 
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とても関心がある

26.9%

少しは関心がある

48.9%

自分に直接関わるこ

とだけ関心がある

14.9%

あまり関心がない

6.3%

全く関心がない

1.7%

無回答

1.3%

14.0%

54.5%

1.7%

10.3%

33.6%

28.3%

45.6%

7.3%

14.8%

5.4%

46.8%

7.6%

7.0%

3.1%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

生物の多様性に配慮した、豊かで

恵みあるうるおいのあるまち

交通機関や道路の充実した便利なまち

NPO活動やコミュニティ活動の活発なまち

人権を尊重し大切にするまち

地域の中で互いに支え合いながら、

生涯を健康にいきいきと過ごせるまち

子供の可能性を伸ばす、

教育・子育て環境が充実したまち

災害に強く、犯罪の不安がない安全なまち

豊かな農地が広がる農業が盛んなまち

スタジアムを核とした商工業や観光

・交流が活発なにぎわいのあるまち

来訪者の集まる観光・保養のまち

買い物や交通など生活環境の

充実した快適なまち

いつでもどこでも学ぶことができ、

豊かな心と身体を育むまち

文化や歴史、伝統の香りがただようまち

その他

不明・無回答

25.2%

26.6%

21.7%

19.1%

25.4%

17.9%

27.9%

22.1%

2.5%

2.8%

0.0% 20.0% 40.0%

消防団・自主防災会など、地域における

自主防災体制の強化

地域における自主防災意識の啓発

消防・レスキューなど、

公的な防災体制の強化

市民・事業者・行政の

協力体制の充実

地域における備蓄施設の整備や

防災費・機材の充実

災害に対する民間・公共の

建物の安全性の向上

学校・公園などの公共施設における

避難・防災機能の強化

災害時要配慮者に対する

避難支援体制の強化

その他

不明・無回答

②亀岡市内のまちづくりの計画や取組への関心 

本市へのまちづくりの計画や取組への関心

について、「とても関心がある」及び「少しは

関心がある」と回答した割合が全体の約７割

となっています。 

 

 

 

 

 

 

③まちの将来について 

本市の将来像について、「交通機関や道路の

充実した便利なまち」と回答した割合が最も

高く、次いで「買い物や交通など生活環境の充

実した快適なまち」、「災害に強く、犯罪の不安

がない安全なまち」の順に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④防災・減災対策について 

防災における取組に求めることについて、

「消防団・自主防災会など、地域における自主

防災体制の強化」と回答した割合が最も高く、

次いで、「災害に対する民間・公共の建物の安

全性の向上」と回答した割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

  

■ まちの将来 

■ 防災における取組 

■ まちづくりの計画や取組への関心 



 

28 

 

第２章 本市の現況と課題 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

全体

そう思う ややそう思う

そういうまちになりつつあると思う あまりそう思わない

まったくそう思わない わからない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

全体

そう思う ややそう思う

そういうまちになりつつあると思う あまりそう思わない

まったくそう思わない わからない

無回答

⑤子育てについて 

子育てがしやすいまちであるかについて、

年齢別で比較すると、２０歳代及び３０歳代

の約４割が子育てしやすいまちと回答してい

ますが、４０歳代以上で子育てしやすいと回

答した割合は３割未満となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑥高齢者福祉について 

高齢者が住みやすいまちであるかについて、

年齢別で比較すると、５０歳代以上の約５割

は「そう思う」「ややそう思う」及び「そうい

うまちになりつつあると思う」と回答してい

ますが、約４割は「あまりそう思わない」及び

「そう思わない」と回答しています。 

 

  

■ 高齢者が住みやすいまちであるか 

■ 子育てがしやすいまちであるか 
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３．社会の潮流 

 

今後のまちづくりを考える上で留意すべき社会の潮流は、以下のとおりです。 

 

○人口減少・少子高齢化の進行 

我が国の人口は、平成１７（２００５）年の国勢調査で戦後初めて減少に転じており、そ

の後は人口減少や少子高齢化の進行が顕著となっています。 

そのような中、市街地が薄く広がったまま人口減少が進むと、地域コミュニティの衰退や

地域活力の低下につながるとともに、医療・福祉・商業などの生活サービス施設や公共交通

の維持が困難となる恐れがあります。 

このような状況に対応するため、都市全体を見渡しながら、住宅及び医療・福祉・商業そ

の他の居住に関連する施設の効率的な立地と、それらと連携した地域公共交通ネットワー

クの整備を行う都市の仕組みづくりが求められています。 

○地域間競争の加速化 

人口が減少することで行政サービス水準の低下や空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄

地の増加など地域全体の魅力低下が懸念されています。そのため、定住人口や交流人口の確

保を図り、地域の魅力低下を抑えていく必要があります。 

一方で、人口減少が進行する中、すべての地域で定住人口や交流人口を増やすことは難し

く、人口を確保するために周辺地域との間で地域間競争が加速しています。 

地域間競争を勝ち抜くために、世界に誇れる環境先進都市の実現に向けたプラスチック

ごみゼロ宣言やプラスチック製レジ袋使用禁止など地域特有の自然環境に配慮したライフ

スタイルの提唱や地産地消、価値観の多様化への対応、そして豊かな観光資源を活かしたま

ちづくりを進めるなど、地域の魅力を高めたまちづくりが求められています。 

○自然災害の多発化・甚大化 

近年、大規模地震や集中豪雨、大型台風などが多発し、風水害や土砂災害などの被害も甚

大化しています。 

今後も、南海トラフ地震の発生や局地的な大雨による自然災害の発生が懸念されている

ことから、自然災害の脅威やそれに対する備えの大切さが再認識されています。 

こうした中、人々の防災に対する意識は日々高まっており、災害発生時のコミュニティ活

動の必要性は強く認識され、自然災害に対する防災機能の向上をソフトとハードの両方か

ら図るなど、防災・減災へのまちづくりに向けた取組が求められています。 
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○都市施設の老朽化 

高度経済成長期における急激な都市化の進展に伴い、昭和３０年代から４０年代にかけ

て都市施設が集中的に整備されてきましたが、現在、整備から５０年以上経過し、一斉に都

市施設の更新時期を迎えています。 

そのため、老朽化した都市施設の更新や維持管理を行うための費用増大が見込まれます

が、人口減少や少子高齢化などによって、それに係る財源が年々縮小していることから、す

べての施設を一律に更新及び維持管理することが難しくなっています。 

このような状況を踏まえ、更新・統廃合・長寿命化などの判定を行った上で、都市施設の

最適な配置を検討するなど、効率的かつ効果的に都市施設の更新及び維持管理を行ってい

くことが求められています。 

○住民ニーズの多様化・高度化 

住民のライフスタイルや価値観の変化によって、住民ニーズの多様化・高度化が進んでい

ます。 

そのため、行政の負担の増大が懸念され、住民に対してきめ細かなサービスの提供が難し

くなり、行政サービスの質の低下につながる恐れがあります。 

こうした状況の中、地域住民が自ら主体的に地域の課題解決やまちづくりを行う取組が

広がってきており、住民と行政とが連携した市民協働による地域主体のまちづくりの実現

が求められています。 

○地球環境問題に対する関心の高まり 

近年、温室効果ガス排出の増加による地球温暖化や大量生産及び大量消費に伴う廃棄物

処理などの地球環境問題が深刻化しており、同時に人々の関心も高まっています。 

こうした状況の中、平成２７（２０１５）年開催の気候変動枠組条約第２１回締約国会議

（ＣＯＰ２１）でパリ協定、令和３（２０２１）年開催の気候変動枠組条約第２６回締約国

会議（ＣＯＰ２６）でグラスゴー気候合意が採択され、国内では、令和２（２０２０）年１

０月に内閣総理大臣の所信表明において、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにし、脱炭素社会を目指すことが宣言されました。また、地球温暖化対策計画に基

づき、令和１２（２０３０）年度において温室効果ガス４６％削減（平成２５（２０１３）

年度比）を目指すこと、さらに、５０％の高みに向けて挑戦することが掲げられました。本

市においても令和３年（２０２１）年２月にかめおか脱炭素宣言により２０５０年までにＣ

Ｏ２排出量実質ゼロを目指すこととしており、目標達成に向けて、温室効果ガスの抑制や廃

棄物を削減させるための取組が必要となります。 

そのため、まちづくりにおいては住宅・建物の省エネ化や自家用車から公共交通機関への

転換推進などによる温室効果ガスの抑制、ごみの減量化やリサイクルの推進などによる循

環型社会の形成といった環境負荷の少ないライフスタイルへの転換を推奨し、脱炭素社会

や循環型社会の実現に向けた対応が求められています。 
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４．まちづくりの動向 

 

４－１．まちづくりの上位計画と関連計画 

 

 本市に関連するまちづくりの上位計画と関連計画は以下のとおりです。 

 

①上位計画一覧 

○京都府総合計画 京都夢実現プラン（令和元（２０１９）年１０月策定：京都府） 

○南丹都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（平成２８（２０１６）年５月改訂：京都府） 

○第５次亀岡市総合計画（令和３（２０２１）年４月策定：亀岡市） 

○亀岡市人口ビジョン（令和３（２０２１）年３月改定：亀岡市） 

○第２期亀岡市総合戦略（令和３（２０２１）年３月策定：亀岡市） 

  

②亀岡市の関連計画一覧 

○亀岡市立地適正化計画（平成３１（２０１９）年３月策定） 

○亀岡市景観計画（令和３（２０２１）年改定） 

○亀岡市公共施設等総合管理計画 （令和元（２０１９）年８月改訂） 

○亀岡市空家等対策計画（平成３０（２０１８）年３月策定） 

○亀岡市地域公共交通網形成計画（平成３１（２０１９）年３月策定） 

○亀岡市国土強靭化地域計画（令和３（２０２１）年３月改訂） 

○亀岡市地域防災計画（平成３０（２０１８）年３月策定） 

○亀岡市緑の基本計画（平成２６（２０１４）年３月改訂） 

○第２次亀岡市環境基本計画（平成２４（２０１２）年３月策定） 
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■ 第５次亀岡市総合計画の目指す都市像 

■ 第５次亀岡市総合計画の重点テーマ 

＜第５次亀岡市総合計画（令和３年４月策定）＞ 

 

 第５次亀岡市総合計画は、亀岡市のあらゆる施策や取組の基礎となる最上位計画です。

まちを取り巻く社会・経済の大きな流れやポストコロナの時代を展望しながら、市民や各種

団体、ＮＰＯ、事業者などあらゆる主体が共有するまちの将来像を示し、その実現に向けた

指針として策定しています。 
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４－２．まちづくりの動向 

 

①広域交通網 

本市の広域交通網の状況として、鉄道については、ＪＲ山陰本線が桂川に沿って縦貫し、

東は京都中心部方面、北は中丹地域へと結んでいます。 

道路については、京都縦貫自動車道が平成２７（２０１５）年７月に全線開通し、新名神

高速道路が平成２９（２０１７）年４月に八幡京田辺ＪＣＴ・ＩＣ～城陽ＪＣＴ・ＩＣ間及

び平成３０（２０１８）年３月に高槻ＪＣＴ・ＩＣ～神戸ＪＣＴ間が開通しました。また、

令和５（２０２３）年度には新名神高速道路の全線開通が予定されており、大阪、名古屋、

東京などの３大都市圏や地方都市への更なるアクセス強化が期待されています。 

■ 広域交通網の現状 



 

34 

 

第２章 本市の現況と課題 

②市街地開発事業（土地区画整理事業） 

 本市では、現在大井町南部地区、亀岡駅北地区、亀岡市高野林・小林地区、亀岡市篠町篠

企業団地地区の４箇所で土地区画整理事業が実施されています。 

 大井町南部地区と亀岡市篠町篠企業団地地区では、広域交通条件に恵まれた立地条件を

活かし、工業系を中心とした土地利用が進められています。 

 亀岡駅北地区では、交通利便性が高く、市の玄関口に相応しいにぎわいのある中心市街地

の形成に向け、商業系を中心とした土地利用が進められています。 

 亀岡市高野林・小林地区では、ＪＲ山陰本線千代川駅の徒歩圏という恵まれた立地条件を

活かし、住居系を中心とした土地利用が進められています。 

 

  
■ 土地区画整理事業（事業中）の位置図 
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５．現行計画の評価 

 

平成２４（２０１２）年１１月に改定の『亀岡市都市計画マスタープラン』について評価

します。 

評価方法として、まちづくりの方針に基づき具体的な整備方針を掲げている部門別整備

方針より、各項目について◎：実施済、○：実施中、△：検討中、×：廃止に分類・整理し、

平成２４（２０１２）年から令和２（２０２０）年までの進捗状況を評価します。 

全体としての主な実施済の項目、検討中の項目はそれぞれ以下のとおりです。 

  

○ 主な実施済の項目 

・交通体系の基本目標や将来像を示す総合的な交通計画の策定（亀岡市地域公共交通網形

成計画） 

・水道未普及地域の解消 

・簡易水道の統合整備による上水道への編入 

・地域下水道の整備計画に基づいた、特定環境保全公共下水道、農業集落排水などによる

効率的な管渠整備及び維持管理の適正化推進 

・農地への還元を主とする汚泥のリサイクル化の推進 

・廃棄物処理施設の計画的な基幹改良による、処理機能の維持・管理 

・小中学校における計画的な耐震化及び大規模改修や増改築などの推進 

・ライフステージに応じ、地域に根ざした切れ目のない保健・医療施設の充実 

・子育てに関する情報の収集・提供を行う子育て支援センターの充実 

・新火葬場整備構想の策定 

・川東地域における小中一貫校の建設 

・新天川文化センターの建設      など 

○ 主な検討中の項目 

・地区計画制度の活用や防火地域・準防火地域の指定区域の拡大などの検討 

・千代川ＩＣ周辺における農業交流拠点の形成に向けた検討 

・長尾山市民の森の整備 

・集落地における都市計画区域への編入など計画的な土地利用の推進に向けた誘導施策 

・平の沢公園や平和台公園の未整備の区域について、整備構想の検討 

・集落地における子どもの遊び場や高齢者のレクリエ－ションの場としての既存施設の活用 

・雨水幹線の整備を進め、市街地における浸水の防止 

・多様化する保育ニーズに応じた保育所機能の整備や集団活動の効果を維持できる施設の適

切な規模及び保育所の配置検討 

・新資料館や文化ホールなどの今後の文化施設の設置に向けた検討 

・（仮称）防災まちづくり情報マップなどの作成・活用の検討 

・水源の涵養機能や土砂災害防止機能を保持するための、森林の維持保全 など 
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①市街地及び集落地などの整備方針 

市街地及び集落地などの整備方針に関連する項目は２５項目あり、現在、約８割の項目が

実施中となっており、平成２４（２０１２）年時点と比較して、検討中から実施中となった

項目は、亀岡駅北地区都市計画変更による複合的な土地利用への転換、川東地区や中部地区

における既存集落まちづくり区域指定制度を活用した地域活力の維持・再生に向けた取組、

亀岡市立地適正化計画策定による多様な都市機能の集積及びまちなか居住の推進が挙げら

れます。 

検討中の項目として、集落地における地区計画制度や京都府開発審査会付議基準などの

活用による地域活力の維持・再生に向けた取組、京都縦貫自動車道千代川ＩＣ周辺における

農業交流地点の形成、長尾山市民の森の整備などが挙げられます。 

 

②交通体系の整備方針 

交通体系の整備方針に関連する項目は４０項目あり、現在、すべての項目が実施済及び実

施中となっており、平成２４（２０１２）年時点と比較して、検討中から実施中となった項

目は、東別院町における地域と連携した交通手段の確保や、千代川駅の駅舎バリアフリー化

及び駅前広場の整備、民間バスによる高速バスの運行、都市計画道路網の見直しなどが挙げ

られます。 

実施済の項目として、亀岡市地域公共交通網形成計画の策定が挙げられます。 

 

 

  

評価指標 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

40 1 39 0 0
100.0% 2.5% 97.5% 0.0% 0.0%

令和２年の評価

評価の進捗状況
40

(100.0%)

5 (12.5%)

1 (2.5%)

34 (85.0%)

■ 交通体系の整備方針の評価 

平成２４年時点 現在 

凡例 

評価結果 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

25 0 20 5 0
100.0% 0.0% 80.0% 20.0% 0.0%

令和２年の評価

評価の進捗状況
25

(100.0%)

5 (20.0%)

4 (16.0%)

16 (64.0%)

■ 市街地及び集落地などの整備方針の評価 

平成２４年時点 現在 

凡例 
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③環境保全及び都市環境形成の方針 

環境保全及び都市環境形成の方針に関連する項目は５０項目あり、現在、約９割の項目が

実施中となっており、平成２４（２０１２）年時点と比較して、検討中から実施中となった

項目は、環境負荷の少ない再生可能な自然エネルギーの利活用、公用車の電気自動車の導入

による温室効果ガス排出抑制、公園整備の長寿命化計画に基づいた公園施設及び遊具の改

修・更新の推進が挙げられます。 

検討中の項目として、平の沢公園や平和台公園の未整備区域における整備構想の検討、集

落地における子どもの遊び場や高齢者のレクリエーションの場としての既存施設の活用、

緑地保全地域や風致地区といった法適用などによる自然豊かな緑の保全と身近な緑の創出

などが挙げられます。 

 

④供給処理体系の整備方針 

供給処理体系の整備方針に関連する項目は３０項目あり、現在、約９割の項目が実施済及

び実施中となっており、平成２４（２０１２）年時点と比較して、実施中から実施済となっ

た項目は、廃棄物処理施設の計画的な基幹改良や老朽化したし尿処理場の廃止などが挙げ

られます。 

検討中の項目として、市街地における雨水幹線の整備が挙げられます。なお、一般家庭に

おける雨水貯留・透水施設の設置促進について、平成２４（２０１２）年時点では計画なし

でしたが、現在は実施中となっています。 

評価指標 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

30 6 23 1 0
100.0% 20.0% 76.7% 3.3% 0.0%

令和２年の評価

評価の進捗状況
30

(100.0%)

1 (3.3%)

22 (73.3%)

6 (20.0%)

1 (3.3%)平成２４年時点 現在 

凡例 

■ 供給処理体系の整備方針の評価 

評価指標 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

50 0 46 4 0
100.0% 0.0% 92.0% 8.0% 0.0%

令和２年の評価

評価の進捗状況
50

(100.0%)

4 (8.0%)

10 (20.0%)

36 (72.0%)

平成２４年時点 現在 

凡例 

■ 環境保全及び都市環境形成の方針の評価 
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⑤その他公共施設の整備方針 

その他公共施設などの整備方針に関連する項目は２３項目あり、現在、約９割の項目が実

施済及び実施中となっており、平成２４（２０１２）年時点と比較して、検討中から実施中

となった項目は、新火葬場の整備、「史跡丹波国分寺跡整備基本計画」に基づく事業の実施

などが挙げられます。 

実施済の項目として、新天川文化センターの建設、子育て支援センターの充実、亀岡会館

の除却、川東地区における小中一貫校の建設などが挙げられます。検討中の項目として、新

資料館や文化ホールなどの文化施設のあり方や今後の設置についての具体的な検討、多様

化する保育ニーズに応じた保育所機能の整備や施設の適切な規模及び保育所の配置の検討

が挙げられます。 

 

⑥都市防災の方針 

都市防災の方針に関連する項目は１９項目あり、現在、約８割の項目が実施済及び実施中

となっており、平成２４（２０１２）年時点と比較して、検討中から実施中となった項目は、

土砂災害防止に向けた急傾斜地崩壊対策事業と下水道施設の耐震化が挙げられます。 

検討中の項目として、（仮称）防災まちづくり情報マップの作成や水源の涵養機能及び土

砂災害防止機能を保持するための森林の維持保全などが挙げられます。 

 

評価指標 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

19 0 16 3 0

100.0% 0.0% 84.2% 15.8% 0.0%
令和２年の評価

評価の進捗状況
19

(100.0%)

3 (15.8%)

2 (10.5%)

14 (73.7%)

平成２４年時点 現在 

凡例 

■ 都市防災の方針の評価 

評価指標 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

23 7 14 2 0
100.0% 30.4% 60.9% 8.7% 0.0%

令和２年の評価

評価の進捗状況
23

(100.0%)

2 (8.7%)

4 (17.4%)

5 (21.7%)

10 (43.5%)

2 (8.7%)

平成２４年時点 現在 

凡例 

■ その他公共施設の整備方針の評価 
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⑦総合評価 

現行計画におけるすべての整備方針の項目は１８７項目あり、現在、約９割の項目が実施

済及び実施中となっています。 

  

評価指標 項目数 ◎：実施済 ○：実施中 △：検討中 ×：中止 計画なし

187 14 158 15 0
100.0% 7.5% 84.5% 8.0% 0.0%

令和２年の評価

評価の進捗状況
187

(100.0%)

1 (0.5%)

15 (8.0%)

25 (13.4%)

6 (3.2%)

132 

8 (4.3%)

平成２４年時点 現在 

凡例 

■ すべての整備方針の評価 
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６．まちづくりの主要課題 

 これまでの整理結果を踏まえ、「亀岡市都市計画マスタープラン」として今後のまちづく

りに関する基本的な課題を整理します。 

 

①人口減少・少子高齢化対策 

本市では、近年住宅開発が行われた新興住宅地において人口増加が一部でみられるもの

の、市全体としては人口減少や少子高齢化の進行が顕著になっています。また、市民意向調

査の結果によると、若年者層の転出意向の割合が高く、高齢者層においてもまちの住みやす

さに満足していない割合が比較的高い傾向となっています。 

今後、本市が有する自然環境を活かしつつ、利便性の向上による生活環境の充実を図り、

あらゆる人々が住みやすいと思えるまちづくりの実現に向けた取組を行っていく必要があ

ります。 

 

②効率的な都市構造への転換 

人口の減少は地域コミュニティの衰退や地域活力の低下につながるとともに、医療・福

祉・商業などの生活サービス施設や公共交通の維持が困難となる恐れがあることから、より

効率的な都市構造への転換が求められています。 

本市の主要な都市機能増進施設は、立地適正化計画で設定する都市機能誘導区域内では

比較的人口密度も高く、効率的な立地といえますが、都市機能施設誘導区域外に立地してい

る施設も多くみられます。市民意向調査の結果では、本市の将来像として「買い物や交通な

ど生活環境の充実した快適なまち」の回答割合が高くなっており、生活利便性の向上が期待

されています。 

今後も、鉄道駅を中心に多様な都市機能の立地誘導を図るとともに、各種公共交通機関の

連携強化や利便性の維持・向上を図るなど、都市構造の効率化に向けた取組を継続していく

必要があります。 

 

③観光振興の推進 

本市には３大観光である湯の花温泉や保津川下り、トロッコ列車の主要観光施設をはじ

め、社寺・名所史跡などが数多く存在し、豊かな歴史・観光資源に恵まれており、近年の観

光入込客数や観光消費額は増加傾向となっています。 

一方で、利用形態の内訳としては日帰り利用が圧倒的に多く、宿泊利用や一人当たりの

観光消費額が伸び悩んでいることから、本市全体の地域活力を向上させるためにも、観光

振興ビジョンに基づく観光地整備、観光機能の向上や着地型・滞在型観光への転換、さら

に令和２（２０２０）年１月に府立京都スタジアムが開業し、今後の入込客増加による波

及効果として期待される周辺観光の活性化など、豊富な観光資源を活かしたにぎわいの創

出に向けた取組を行っていく必要があります。 
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④産業振興の推進 

平成２７（２０１５）年に全線開通した京都縦貫自動車道に加えて、令和５（２０２３）

年度には新名神高速道路の全線開通が予定されており、本市では、広域交通網の充実による

周辺都市圏への更なるアクセス性の向上が期待されています。また、大井町南部地区や亀岡

市篠町篠企業団地地区などで新たな産業基盤の整備が見込まれています。 

これらの好条件を活かし、既存産業の振興を図るとともに、企業誘致の促進などにより新

たな雇用の場を創出するなど、活力の創出に向けたまちづくりの取組を行っていく必要が

あります。 

 

⑤地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

本市は市域の約７割が山林であり、中心部を北から東へと桂川が流れ、周辺の平野部では

農地が広がるなど、雄大な自然環境を有しています。また、市民意向調査の結果では、本市

に定住する理由としても「周りの自然環境や住環境が良いから」の回答の割合が高くなって

います。 

そこで、地域特有の自然環境や伝統、文化が薫る個性的な景観などとの調和・保全を図る

とともに、地域の魅力を高めるための施策を検討するなど、自然環境や景観に配慮したまち

づくりの取組を行っていく必要があります。 

 

⑥脱炭素社会の実現 

人々の地球環境問題に対する意識の高まりにより、温室効果ガスの排出抑制や廃棄物の

削減に向けた取組が全国各地で行われています。 

本市でも、平成３０（２０１８）年１２月にかめおかプラスチックごみゼロ宣言、令和元

（２０１９）年８月に市内のスーパーマーケット及び商店街でのレジ袋有料化、さらに令和

２（２０２０）年３月には、全国で初めてとなる亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に

関する条例が制定され、令和３（２０２１）年１月１日からプラスチック製レジ袋の提供が

有償無償を問わず禁止されるなど、使い捨てプラスチックごみ問題に対する取組みを積極

的に行っています。 

また、令和３（２０２１）年２月にはかめおか脱炭素宣言を表明し、今後も廃棄物の削減

に向けた取組に加えて、効率的な都市構造への転換を推進し、自家用車から公共交通機関へ

の利用転換を推進することで温室効果ガスの排出抑制を図るなど、脱炭素社会の実現に向

けた取組を行っていく必要があります。 

 

⑦防災・減災対策 

近年、自然災害がこれまでの予想を上回る規模・頻度で発生し、各地に大きな被害を与え

ています。 

本市においても、台風や豪雨などにより市街地の低地で浸水被害が発生するとともに、山

間部などでは土砂災害などの被害が発生しています。また、市民意向調査の結果からも、本
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市の将来都市像として「災害に強く、犯罪の不安がない安全なまち」の回答の割合が高く、

まちづくりの重要度としても「防災・消防の強化」が最も高くなっています。 

今後も浸水被害対策や土砂災害対策、防災ハザードマップを活用した災害発生時の行動

など、ハード面とソフト面の両方から防災・減災対策に向けた取組を強化し、将来にわたり

安心して暮らせる地域社会の実現を図る必要があります。 

 

⑧多文化共生の推進 

国際化の進展に伴い資本や労働力・情報の国境を越えた移動が活発になっており、今後は 

就労を目的とした外国人や観光などの訪日外国人の増加が見込まれています。 

本市においても、市民生活をはじめ、企業活動、観光など様々な分野において、人・モノ・

情報の交流が活発化する中で、文化や生活様式の違いなどを越えて、相互理解により人権意

識を高め、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として多様性を認め合う多文化共生

の推進を図り、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

⑨公共施設などの適正な更新・維持管理 

高度経済成長期に建設された公共施設やインフラ施設は、整備から５０年以上が経過し

ているものの、人口減少などにより財源も減少していることから、すべての施設を一律に更

新・維持管理することが難しくなっています。 

そこで本市では、平成２８（２０１６）年度に亀岡市公共施設等総合管理計画を策定し、

公共施設マネジメントを推進するための基本的な考え方や推進体制についての方向性を示

しました。 

今後も亀岡市公共施設等総合管理計画に基づき、施設の長寿命化の推進や有効的な利活

用を図るなど、公共施設などの適正な更新・維持管理に向けた取組を行っていく必要があり

ます。 

 

⑩官民連携・地域協働の推進 

住民の自治意識の向上や協働意識の醸成により、地域住民が自ら主体的にまちづくり活

動を行う取組が広がりをみせています。 

本市においても、市民意向調査の結果より、まちづくりの計画や取組に対する関心が比較

的高いことから、市民の積極的な地域活動への参加を推進するための支援を行い、住民・事

業者・行政などの連携・協働による魅力ある社会の実現に向けた取組を行っていく必要があ

ります。 



 

 

 

 

 

 

  

第３章 

まちづくりの方針 
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第３章 まちづくりの方針 

１．まちづくりの目標 

 

「亀岡市都市計画マスタープラン」におけるまちづくりの目標は、上位計画である「第５

次亀岡市総合計画」に掲げる目指す都市像及び重点テーマの考え方を踏襲するとともに、前

章で整理したまちづくりの主要課題を踏まえ、以下のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《目指す都市像》 

人と時代に選ばれる リーディングシティ亀岡 

《重点テーマ》 

・子育てしたい、住み続けたいまちへ 

・スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業が輝くまちへ 

・世界に誇れる環境先進都市へ 

・だれもが安心して暮らせる防災・減災、セーフコミュニティ、多文化共生のまちへ 

・次代をリードする新産業を創出するまちへ 

◆まちづくりの主要課題 

（１）人口減少・少子高齢化対策 

（２）効率的な都市構造への転換 

（３）観光振興の推進 

（４）産業振興の推進 

（５）地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

（６）脱炭素社会の実現 

（７）防災・減災対策 

（８）多文化共生の推進 

（９）公共施設などの適正な更新・維持管理 

（１０）官民連携・地域協働の推進 

 

◆まちづくりの目標 

○ 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくり 

○ 交流によるにぎわいの創出と産業の活性化による自立したまちづくり 

〇 豊かな自然環境と魅力的な景観に配慮したまちづくり 

○ 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

○ 多様な主体の連携による地域協働のまちづくり 

都
市
計
画
分
野
の
目
標 

第
５
次
亀
岡
市
総
合
計
画 
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○ 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくり 

・鉄道駅を中心に都市機能の立地誘導を行うともに、公共交通ネットワークの連携強化の推

進により、効率的な都市運営が図れるまちづくりを進めます。 

・自然環境と利便性が調和した生活環境の充実により、世代や国籍などに関わらず、あらゆ

る人々が住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

・空き家の利活用や移住促進など多様なニーズに対する住替支援による定住者の受け入れ

と地域コミュニティの維持・活性化に取り組み、持続可能なまちづくりを進めます。 

○ 交流によるにぎわいの創出と産業の活性化による自立したまちづくり 

・広域交通網の活用と観光資源のネットワーク化などの観光振興施策を推進し、交流人口の

増加によるにぎわいのあるまちづくりを進めます。 

・新たな産業拠点の形成により企業誘致の促進を図るとともに既存産業の振興を推進し、活

力のあるまちづくりを進めます。 

・ＪＲ亀岡駅北地区を中心とした新たなまちの形成を図るとともに、既存商業地の振興や活

性化を図り、にぎわいのあるまちづくりを進めます。 

・農業基盤の整備促進などによる土地利用の整序化を図り、良好な農業環境の保全と充実を

推進するとともに、都市近郊農業の活性化による自立したまちづくりを進めます。 

〇 豊かな自然環境と魅力的な景観に配慮したまちづくり 

・身近な緑や憩いの場を創出するなど、緑化の推進を図るとともに、美しく豊かな水と緑、

生物多様性などの保全に向けて、自然環境と調和したまちづくりを進めます。 

・伝統や文化が薫る個性的な景観や盆地を囲む山並み、保津川の流れなど特徴的で魅力のあ

る景観に配慮したまちづくりを進めます。 

・世界に誇れる環境先進都市を目指し、プラスチックごみ削減や二酸化炭素の排出抑制など

の取組により、自然環境に配慮したまちづくりを進めます。 

○ 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

・地震や風水害、土砂災害などの災害に備えた砂防・治山・治水対策や緊急輸送道路の整備、

建物の不燃化・耐震化を推進し、災害に強いまちづくりを進めます。 

・歩行者優先の道づくりや公共施設のバリアフリー化の推進により、誰もが快適に移動しや

すいまちづくりを進めます。 

・自主防災組織の取組などを通じて、様々な立場の人々が持つ文化や考え方を認め合い、地

域の絆づくりを推進し、安全で安心に暮らせるまちづくりを進めます。 

・公共施設の計画的な維持修繕による長寿命化や施設保有量の最適化を図り、効率的な行政

サービスの提供と安定した財政運営に向けた持続可能なまちづくりを進めます。 

○ 多様な主体の連携による地域協働のまちづくり 

・地域特有の課題にきめ細かく対応するため、市民や事業者、ＮＰＯなどの様々な主体と市

が一体となった地域協働によるまちづくりを進めます。 
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２．まちづくりの見通し 

 

２－１．人口の見通し 

 

本市の人口は平成１２（２０００）年まで増加傾向となっていましたが、その後、緩やか

な減少傾向となっており、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の推計によると、

令和１２（２０３０）年に約７７,０００人まで減少すると予測されています。 

一方、「第５次亀岡市総合計画」においては、人口動態の現状を踏まえ、定住人口を維持

拡大していくためには、若年層を中心とする転出超過を転入超過へ転換していくことや、安

心して子育てできる環境を整えて合計特殊出生率を引き上げていくことが必要としていま

す。人口見通しとしては、社人研の推計約７７,０００人をベースとして、ＵＩＪターンや

外国人労働者の増加などにより、転出超過が段階的に解消され、令和１２（２０３０）年に

転出入が均衡し、かつ合計特殊出生率が１.３２から１.８まで向上すると仮定した場合、本

市の人口は約８１,０００人になり、目標年次である令和１２（２０３０）年の人口見通し

をおよそ７７,０００人から８１,０００人と設定し、将来の定住人口の維持・拡大を図るた

めの政策を積極的に推進することとしています。 

本計画においても、目標年次である令和１２（２０３０）年の人口見通しをおよそ

７７,０００人から８１,０００人に設定します。 

 

■ 人口の動向と見通し 

 

  

令和１２（２０３０）年の人口の見通し ７７,０００人～８１,０００人 

※ 実績値は、国勢調査人口                     

推計値は、社人研日本の地域別将来推計人口（平成３０年推計）  
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２－２．商業の見通し 

 

本市の商業は、京阪神都市圏に近接するという立地条件を活かし、人口の増加とともに発

展を続けてきましたが、平成２０（２００８）年に発生したリーマンショックの影響などに

より、卸小売業年間商品販売額は平成２４（２０１２）年にかけて大きく減少しました。 

その後は徐々に回復の兆しをみせ、平成２４（２０１２）年以降は増加傾向となっていま

すが、実績値から推計すると、本市の卸小売業年間商品販売額は令和１２（２０３０）年に

約７５３億円まで減少するものと予測されます。 

しかしながら、市街地開発事業である亀岡駅北地区や大井町南部地区での土地区画整理

事業により新たな商業地の形成に向けた取組が行われており、こうした取組に加え、既存企

業の振興に向けた諸施策の推進による政策的効果の発現を見込むことにより、目標年次で

ある令和１２（２０３０）年の商業の見通しを約８５４億円と想定します。 

 

■ 商業の動向と見通し 

 

  

令和１２（２０３０）年の商業の見通し ８５４億円 

※物価変動による影響を除くためグラフの数値は補正しており、統計の数値とは異なる 

出典：商業統計調査、経済センサス（活動調査） 
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２－３．工業の見通し 

 

本市の工業は、商業の傾向と同様にリーマンショックなどの影響により、平成２３（２０１１）

年以降の製造品出荷額等は減少傾向となっていましたが、平成２７（２０１５）年７月に京

都縦貫自動車道が全線開通し、３大都市圏や地方都市へのアクセスが向上したことなどを

背景として、比較的大規模な企業の進出により、平成２７（２０１５）年からは一時増加傾

向となっていました。 

 その後、新たな企業の進出がある程度落ち着くと、人口減少などの影響も相まって平成

３０（２０１８）年には再度減少に転じており、実績値から推計すると、本市の製造品出荷

額等は令和１２（２０３０）年に約１,１００億円まで減少するものと予測されます。  

しかしながら、新名神高速道路の全線開通などを見据え、充実する広域交通網を活かして、

京都縦貫自動車道ＩＣ周辺における新たな産業拠点の形成に向けた取組が進められており、

こうした取組に加え、既存企業の振興に向けた諸施策の推進による政策的効果の発現を見

込むことにより、目標年次である令和１２（２０３０）年の工業の見通しを約１,４６２億

円と想定します。 

 

■ 工業の動向と見通し 

 

   

令和１２（２０３０）年の工業の見通し １,４６２億円 

※物価変動による影響を除くためグラフの数値は補正しており、統計の数値とは異なる 

出典：工業統計調査、経済センサス（活動調査） 
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３．将来都市構造 

 

３－１．基本的な考え方 

 

① 都市構造の基本的な考え方 

本市の都市構造は、「第５次亀岡市総合計画」における都市構造の基本方針の考え方を基

本とし、中心的な市街地における都市機能の効率的な配置や再構築を図るとともに、中心市

街地と周辺部の集落とを結ぶ地域ネットワーク網、京阪神都市圏や国土軸につながる広域

ネットワーク網などの整備を促進し、市域全体のすべての世代にとって住みやすく、経済活

動を生み出すことのできる環境の創出を図ることとします。 

特に、本市の都市拠点となるＪＲ各駅周辺などにおいて、子育てや医療、福祉、商業など

多様な都市機能の誘導により都市の中心性を高めるとともに、市内全域からアクセスしや

すい条件を整えることで、すべての市民が効率的に都市サービスを享受することができる

まちづくりを進めます。 

また、広域交通ネットワーク網を活かし、京都縦貫自動車道ＩＣ周辺に新たな産業拠点の

形成を図ることで、職住一体型の魅力的な雇用環境と居住環境の創出を図り、都市の自立性

を高めます。 

 これらの都市核（ＪＲ山陰本線、国道９号、京都縦貫自動車道からなる基幹交通軸に沿っ

て形成された市の中心的な市街地）と周辺の地域コミュニティ核（旧村などを起源とする周

辺部の集落）とを結ぶ道路や公共交通などのネットワークの整備を推進し、拠点間の連携強

化と利便性の向上を図ることで、都市としての機能向上を図ります。 
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■ 都市構造の概念図 

 

 

  

都市の中心性を高める 

・都市拠点となるＪＲ各駅周辺な

どにおいて、子育てや医療、福

祉、商業など多様な都市機能の

誘導を図る 

都市の自立性を高める 

・広域交通ネットワーク網を活かし、京都縦貫自

動車道ＩＣ周辺に新たな産業拠点の形成と機

能の誘導を図ることで、職住一体型の魅力的

な雇用環境と居住環境の創出を図る 

社会の変化：人口減少・少子高齢化の進行 地域間競争の加速化 など 

＜都市構造の基本方針＞ 

・中心的な市街地における都市機能の効率的な配置や再構築を図る 

・すべての世代にとって住みやすく、経済活動を生み出すことのできる環境の創出を図る 
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② ゾーン別地域振興の基本的な考え方 

本市の地理的特性を活かしたまちづくりを推進するためには、各地域の特性を踏まえた

都市構造の検討が必要になることから、「第５次亀岡市総合計画」に示したゾーン別地域振

興の基本方針の区分を基本とし、市街地ゾーン（ＪＲ山陰本線（嵯峨野線）・国道９号沿線

に広がる市街地のゾーン・ＪＲ亀岡駅南側のゾーン・ＪＲ亀岡駅北側のゾーン）、川東ゾー

ン、中部・西南部ゾーンの３つの地域生活圏の形成を前提とした将来都市構造を検討します。 

なお、これらの３つのゾーンは、それぞれの地域の多様性と個性を尊重し、役割と機能分

担により地域相互の連携を図りながら、市域全域の魅力を高めていきます。 

 

 

■ ゾーン区分図（都市計画マスタープラン） 
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３－２．本計画における将来都市構造 

 

前項で整理した基本的な考え方を踏まえ、本計画における将来都市構造を以下のように

整理します。 

 

名称 対象範囲 方針 

土
地
利
用
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ 

市街地 

ゾーン 

ＪＲ山陰本線（嵯

峨野線）・国道９号

沿線に広がる市街

地のゾーン 

ＪＲ山陰本線（嵯峨野線）の駅周辺に形成された新旧

の住宅地や、国道９号沿道に集積する商業・業務・サー

ビス・工業などの産業機能により、活発な消費・経済活

動が展開されるゾーンとして、快適で利便性の高い居住

機能の整備を図るとともに、多くの企業の立地を促進し

経済活動の更なる発展を支えるためのインフラ整備を

進めます。 

ＪＲ亀岡駅北側の

ゾーン 

府立京都スタジアムを中核に、スポーツ・商業・ホテ

ル（宿泊機能）・公園など、魅力あふれる誘客機能を集

積するとともに、本市の新たな顔となるゾーンとして、

魅力的な都市的機能・サービスを提供します。また、利

便性の高い住宅地の整備を促進します。 

ＪＲ亀岡駅南側の

ゾーン 

かつての城下町を起源とする旧市街地を中心に、住宅

のほか商業、業務、文化などの都市的サービス機能が集

積するゾーンとして、多世代が共生しながら街なかで暮

らすことができ、歴史的な街並みや伝統的な行催事を訪

ねる観光客でにぎわう中心市街地の再生を進めます。 

川東 

ゾーン 

桂川の北東に位置

するゾーン 

美しい田園風景をなす優良農地が集積するゾーンと

して、集落営農体制を強化し、効率的で高付加価値型の

農業を振興します。また、地域固有の歴史文化資源や自

然環境を活かして、農業体験のほか農業と芸術のコラボ

レーションなどによる新たな交流を通じて、移住・定住

の促進を図ります。 

中部・ 

西南部 

ゾーン 

京都縦貫自動車道

の西南部に位置す

るゾーン 

森林や里山、温泉など特色ある地域資源を有するゾー

ンとして、多様なレクリエーションや学びを楽しめる環

境を創出するとともに、農業基盤整備の進展に合わせ

て、集落営農の体制整備を進めます。また、阪神大都市

圏に通じる広域幹線道路の整備を促進し、交流と定住の

促進による地域の活性化を目指します。 

 

 



 

53 

 

第３章 まちづくりの方針 

名称 対象範囲 方針 

核 

都市核 

ＪＲ山陰本線と国道

９号に沿って形成さ

れた市街地 

本市の都市拠点の連なりと基幹交通軸に沿った中

心的な市街地として、都市機能の向上とにぎわいの

創出を図ります。 

地域コミュ

ニティ核 

ネットワーク軸の結

節する地域、既存の

コミュニティ施設を

中心とした地域 

それぞれの地域が持つ歴史風土や文化の保存・継

承を通じたコミュニティの高揚を図るとともに、市

街化調整区域における既存集落まちづくり区域指定

制度などの運用により、定住人口の維持・地域の活性

化を図ります。 

拠
点 

都市拠点 

(中心拠点) 

ＪＲ亀岡駅周辺の都

市拠点 

本市の中心拠点として、商業・業務機能や居住機能

など多様な都市機能の集積と高度化の推進を図ります。 

都市拠点 

(地域拠点) 

ＪＲ馬堀駅、並河駅、

千代川駅周辺の都市

拠点 

地域の中心拠点として、主に日常的なサービス機

能の向上を図ります。 

都市拠点 

(地域交流

拠点) 

京都先端科学大学周

辺の都市拠点 

地域振興及び学術交流・教育の発展に向けた次世

代を担う若者が集い交流する拠点の形成を図ります。 

産業拠点 

京都縦貫自動車道 

千代川・大井・亀岡・

篠ＩＣ周辺地域 

広域道路網を活かし、それぞれの地域特性に応じ

た産業拠点の形成を図ります。 

 

学びの 

交流拠点 

京都先端科学大学、

交流会館、ガレリア

かめおか、文化資料

館とその周辺地域 

市民に開かれた学びの交流拠点として、誰もが学

び・交流できる場としての機能の向上を図ります。 

憩いとに

ぎわいの

交流拠点 

トロッコ亀岡駅、保

津川下り乗船場、湯

の花温泉、平の沢公

園・水鳥の道、七谷

川緑地、丹波国分寺

跡、亀岡運動公園、

平和台公園、平和の

森自然公園とその周

辺地域、森のステー

ションかめおか 

市民や来訪者が集う交流拠点として、歴史や自然、

温泉、スポーツ、レクリエーションなどを通じ、憩

い、にぎわう場としての機能の向上を図ります。 
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第３章 まちづくりの方針 

名称 対象範囲 方針 

軸 

観光 

交流軸 

トロッコ亀岡駅、保

津川下り乗船場、湯

の花温泉の本市の三

大観光地を結ぶ軸 

中心拠点と本市を代表する三大観光とを結ぶ交流

軸として、にぎわいの創出を図ります。 

基幹 

交通軸 

京都縦貫自動車道、

国道９号、 

ＪＲ山陰本線 

本市の交通の骨格を形成する軸として、豪雨や地

震などの大規模災害に対応した国土強靭化の観点か

ら整備を進めます。 

特に、災害対応とともに日常的に交通渋滞が発生

する国道９号については、京都市とのネットワーク

強化（ダブルルート化など）を図ります。 

公共 

交通軸 

都市拠点から南つつ

じケ丘・篠ＩＣ周辺・

及び都市拠点間を結

ぶ路線 

人にやさしいまちづくりの構築を目指す軸とし

て、車からバスなどの公共交通への転換を推進します。 

広域 

ネットワ

ーク軸 

国道３７２号、 

国道４２３号、 

国道４７７号 

本市と阪神間などの主要都市との流通を活性化さ

せるネットワーク軸として機能の向上を図ります。 

地域 

ネットワ

ーク軸 

都市拠点と地域コミ

ュニティ核または市

外などを結ぶ主要道路 

本市の拠点間を結ぶ身近な軸として、各都市核と

の連携をさらに深め、また、地域コミュニティ核の振

興につながる多様なネットワークの強化を図ります。 

水と緑の 

うるおい軸 

桂川及びその周辺の

河川空間 

市民や来訪者にうるおいとふれあいをもたらす軸

として、にぎわいの創出を図ります。 
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第３章 まちづくりの方針 

■ 市域全域の将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市街地の詳細については、市街地とその周辺部の将来都市構造図に記載 
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第３章 まちづくりの方針 

■ 市街地とその周辺部の将来都市構造図 
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第４章 全体構想 

１．将来の土地利用方針  

 

将来の土地利用方針では、令和１２（２０３０）年度を目途として、整備あるいは検討を

進めるべき土地利用の方向を示します。 

 

【基本方針】 

 

● 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに向け、都市機能の集積と充

実による効率的な土地利用を図ります。 

● にぎわいと活力ある自立したまちづくりに向け、新たな産業拠点の形成や各拠点の

機能向上を図るとともに、ＪＲ亀岡駅を中心とする新たな市街地の形成に向けた土

地利用を図ります。 

● うるおいあるまちづくりに向け、豊かな自然環境と調和し、特徴的で魅力ある景観

に配慮した土地利用を図ります。 

● 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりに向け、適切な土地利用の配置・誘

導を図ります。 

● 新たな都市活力の創造に向け、農業振興と周辺環境との調和に留意しつつ、適切な

規模での市街地の形成による新たな土地利用転換を検討します。 

 

 

 

１―１．市域全域の土地利用方針 

 

名称 対象範囲 方針 

森林地域 
亀岡盆地の周辺

に広がる森林地域 

林業のほか水源の涵養をはじめ環境や防災など多様

な公益的機能を有する森林の保全を基本としつつ、市民

や来訪者が自然にふれあうレクリエーションの場、自然

の大切さを学ぶ環境学習のフィールドとして多面的な

活用を図ります。 

また、都市計画区域外の地域では、土地利用の整序や

環境の保全に向けた誘導施策を検討します。 

市街地地域 

鉄道駅周辺や幹

線道路沿線の住

宅・工業・商業が

集積する市街地 

住宅、工業、商業の用途に応じて、それぞれの機能が

効果的に発揮できるよう最適な土地利用を図ります。 
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第４章 全体構想 

名称 対象範囲 方針 

里の地域 

市街地周辺の田

園集落地と森林

地域のあいまに

分布する農地と

集落地及びその

周辺 

京阪神大都市圏に隣接した立地を活かし、都市近郊農

業を展開するため、優良な農地の保全整備を進めるとと

もに、市街化調整区域における既存集落まちづくり区域

指定制度などを活用し、都市活動を支える農村地域とし

て地域活力の維持・再生を図るため移住・定住を促進し

ます。 

また、都市計画区域外の地域では、土地利用の整序や

環境の保全に向けた誘導施策を検討します。 

水辺の地域 
桂川及びその沿

岸の河川空間 

桂川及びその支川の河川改修を促進するとともに、桂

川右岸敷の活用など、沿川に市民や来訪者が憩い、交流

することができる親水性のある水辺空間を整備します。 

また、市民との連携により、使い捨てプラスチックご

みの削減や河川美化、生態系の保全などの取組を進めま

す。 

市街地拡大

検討地区 

市街化区域への編

入を検討する地区 

都市機能の効率的で効果的な土地利用を図るため、隣

接する市街地における土地利用や周辺環境との調和に

配慮しながら、適切な規模での土地利用を検討します。 

産業拠点 

京都縦貫自動車道

千代川・大井・亀

岡・篠ＩＣ周辺地

域 

広域道路網を活かした産業の拠点として、京都縦貫自

動車道大井ＩＣ及び篠ＩＣ周辺に形成された企業団地

については、企業活動の展開支援などによる工業系土地

利用を検討します。 

その他のＩＣ周辺においても、市街化調整区域におけ

る地区計画制度などの活用による土地利用を検討します。 

複合都市 

機能地区 

ＪＲ馬堀駅周辺か

ら（主）亀岡園部

線までのＪＲ山陰

本線と桂川に挟ま

れた地区 

桂川及び沿川の環境に配慮しながら、複合的な土地利

用への転換を検討します。 
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第４章 全体構想 

■ 市域全域の土地利用方針図 
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第４章 全体構想 

１―２．市街地とその周辺の土地利用方針 

 

名称 対象範囲 方針 

住
居
系 

住宅地区 
市街化区域内

の住宅地     

ゆとりある公共空間の確保と、適正な都市機能の配

置・誘導や地域の特性を活かした景観づくりによる質

の高い住宅地の形成を図ります。 

商
業
系 

 
「南丹地域商業ガイドライン」に基づき、大規模商

業施設の計画的な立地を誘導します。 

中心商業・ 

業務地区 

ＪＲ亀岡駅周

辺から市役所

周辺にかけて

立地する商業地 

本市の中心的な商業・業務地として、高次の商業・

業務機能や文化交流機能の集積を図るとともに、地域

コミュニティ核との連携を強化し、求心力の向上やに

ぎわいの創出を図ります。 

商業・業務 

地区 

ＪＲ馬堀駅・並

河駅・千代川駅

周辺に立地す

る商業地 

地域の中心的な商業・業務地として、機能の充実と

地域コミュニティ核との連携強化により、求心力の向

上やにぎわいの創出を図ります。 

地域型 

商業地区 

篠町野条地区

や大井町南部

地区の国道９

号沿道に立地

する商業地 

商業・業務地区の機能を補完し、多くの買い物需要

を担う商業地として、市民の多様なニーズに対応した

商業地の形成を図ります。 

近隣型 

商業地区 

中心商業・業務

地区周辺や南

つつじケ丘の

地区センター

に立地する商

業地 

身近な買い物需要や高齢化の進展に対応した、近隣

住民にとって利便性の高い商業地の形成を図ります。 
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第４章 全体構想 

名称 対象範囲 方針 

工
業
そ
の
他
産
業
系 

 

本市のものづくり産業の総合的な指針である「亀岡

市ものづくり産業振興ビジョン」に基づき、産業拠点

の充実と計画的な企業立地を推進します。 

工業・流通

業地区 

大井工業団地な

どの工場立地地

区、京都縦貫自

動車道篠ＩＣ周

辺地区 

立地企業との連携・協調により、環境にやさしい取

組を一層進めるとともに、本市の重要な産業拠点とし

て、さらなる産業振興を推進します。 

あわせて、広域道路網を活かした新たな企業立地を

促進し、良好な生産環境を有した工業・流通業務地と

して産業拠点の形成を図ります。 

沿道サービ

ス地区 
国道９号沿道 

自動車関連サービス施設や沿道サービス施設が立

地する地区であり、近隣住民の生活利便性と道路利用

者の利便性の向上に向けた土地利用を図ります。 

そ
の
他 

文化交流 

地区 

京都先端科学

大学、ガレリア

かめおか、交流

会館周辺地区 

市民に開かれた学びの交流拠点として、多様な人々

が集い、学び、ふれあう場としての環境づくりを推進

します。 

観光拠点 

整備地区 

保津川下り乗

船 場 周 辺 地

域、トロッコ

亀岡駅周辺地

域、湯の花温

泉周辺地区 

「淀川水系桂川上流圏域河川整備計画」や「保津川

かわまちづくり計画」などとの整合を図りつつ、安全

で快適な観光拠点としての機能強化によるにぎわい

創出を促進します。 

市街地拡大

検討地区 

市街化区域への

編入を検討する

地区 

隣接する市街地における土地利用や周辺環境との

調和に配慮しながら、都市機能の集積や効率的で効果

的な土地利用を図るため、適切な規模での市街地の拡

大を検討します。 

産業拠点 

京都縦貫自動車

道千代川・大井・

亀岡・篠ＩＣ周

辺地域 

広域道路網を活かした産業の拠点として、京都縦貫

自動車道大井ＩＣ及び篠ＩＣ周辺に形成された企業

団地については、企業活動の展開支援などによる工業

系土地利用を検討します。 

その他のＩＣ周辺においても、市街化調整区域にお

ける地区計画制度などの活用による、土地利用を検討

します。 

複合都市 

機能地区 

ＪＲ馬堀駅周辺

から（主）亀岡園

部線までのＪＲ

山陰本線と桂川

に挟まれた地区 

桂川及び沿川の環境に配慮しながら、複合的な土地

利用への転換を検討します。 
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第４章 全体構想 

■ 市街地とその周辺部の土地利用方針図 
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第４章 全体構想 

２．部門別方針 

 

２―１．市街地及び集落地などの整備方針 

  

【基本方針】 

 

● 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに向け、自然環境と利便性と

の調和を図りながら、将来都市構造や土地利用に応じた計画的な市街地整備を推進

します。 

● 産業の活性化による自立したまちづくりに向け、充実する広域交通網を活かし、産

業拠点の形成と機能強化を図ります。 

● 多様なニーズに対応した良好な住環境を有した住宅地の整備を推進します。 

● 集落地での生活環境の向上などによる地域コミュニティの維持・活性化を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜既成市街地の整備＞ 

○ 鉄道駅周辺の市街地では、商業・医療・介護福祉などの多様な都市機能の誘導・集積

に向けた市街地形成を図ります。 

○ 既成市街地では、道路・公園などの基盤施設の整備を進めるとともに、農地や空き地

などのオープンスペースの計画的な再配置を図り、防災性の確保とゆとりある市街地

形成を図ります。 

○ 市民が主体となったまちづくりを進める手法として、地区計画制度などの積極的な活

用を図り、安全・快適で機能的な市街地形成を促進します。 

○ 亀岡駅南地区においては、駅前のエントランスエリアでの中心市街地の再生を進める

とともに、旧城下町エリアでは歴史・文化の保全・活用を図り、にぎわいのある中心

市街地の形成を促進します。 

〇 国道９号の沿道サービス地区では、近隣住民の生活利便性と道路利用者の利便性の向

上に向けた土地利用を図ります。 

 

＜新市街地の整備＞ 

○ 京都縦貫自動車道大井・篠ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし、産業

拠点の形成に向けて市街地開発事業（土地区画整理事業）による工業系を中心とした

土地利用を検討します。 

○ 京都縦貫自動車道亀岡ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし、市街化調

整区域における地区計画制度などを活用し、良好な生産環境を有する産業拠点として

の土地利用を検討します。 
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○ 京都縦貫自動車道千代川ＩＣ周辺では、地域特性を活かした土地利用を検討します。 

○ 亀岡駅北地区では、府立京都スタジアムを中心にスポーツ交流拠点として、また商業・

業務などの都市機能を活かした市街地開発事業（土地区画整理事業）による市街地整

備を促進し、にぎわいの創出に向けた取組を推進します。 

○ 大井町南部地区や高野林・小林地区では、市街地開発事業（土地区画整理事業）によ

る地域の特性や立地を活かした計画的な市街地整備を促進します。 

○ 市街地拡大検討地区では、農業振興との調整や周辺の自然環境との調和に配慮しなが

ら、隣接する市街地の土地利用と調和を図り、面的整備の導入や都市施設の適切な配

置による計画的な土地利用を検討します。 

○ 新たな市街地整備にあたっては、地区計画制度の活用などにより、良好な市街地環境

の形成と保全を図ります。 

 

＜住宅地の整備＞ 

○ 既成市街地の住宅などの既存ストックの有効活用を図るため、高齢者世帯や子育て世

帯などの各世代のニーズに対応した住替に関する情報提供や住替支援制度の普及を

促進します。 

○ 住宅の耐震改修や改善に対する情報提供と費用の支援を推進します。 

○ 新たに住宅地を整備する際には、計画的な市街地整備とあわせたゆとりとうるおいの

ある良好な住宅地の供給を推進します。 

○ 市外からの移住促進のため、空き家の改修などに関する補助制度などにより支援します。 

○ 市営住宅及び改良住宅については、「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画

的な改修などにより、適正な維持・管理を推進します。 

○ 良好な住環境の形成と保全、住宅地での不燃化を図るため、地区計画制度の活用や防

火地域・準防火地域の指定区域の拡大などを検討します。 

 

＜集落地とその周辺の整備＞ 

○ 集落地では、農業施策と連携しながら、市街化調整区域における地区計画制度や既存

集落まちづくり区域指定制度などを活用し、地域活力の維持・向上に向けた地域住民

の取組を支援します。 

○ 集落地での生活環境の向上を図るため道路などの生活基盤施設の整備を推進します。 

○ 地域住民との意見交換を十分に行いながら、都市計画法に基づく規制などによる計画

的な土地利用の整序や環境の保全に向けた誘導施策を検討します。 
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第４章 全体構想 

指定年月日 区域の名称
平成30年4月1日 保津地区
平成30年4月1日 馬路地区
平成31年4月1日 河原林町河原尻地区
平成31年4月1日 河原林町勝林島地区
令和2年3月30日 千歳地区
令和3年3月30日 薭田野地区
令和3年3月30日 吉川地区

予定 旭地区
予定 曽我部地区

既存集落まちづくり区域指定制度指定区域

■ 市街地及び集落地などの整備方針図（市域全域） 

 

 

 

○ 集落地では、農業施策と連携しながら市街化調整区

域における地区計画制度や既存集落まちづくり区

域指定制度などを活用し、地域活力の維持・再生に

向けた地域住民の取組を支援します。 
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第４章 全体構想 

■ 市街地及び集落地などの整備方針図（市街地とその周辺部） 

 

 

 

○ 鉄道駅周辺の市街地では、多用な都市機能の誘導・集積に

向けた市街地形成を図ります。 

○ 市街地拡大検討地区では、面的整備の導入や都市施設の適

切な配置による計画的な土地利用を検討します。 

○ 新たに住宅地を整備する際には、計画的な市街地整備とあ

わせたゆとりとうるおいのある良好な住宅地の供給を推

進します。 
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第４章 全体構想 

２－２．交通体系の整備方針 
 

① 総合交通体系 

  

【基本方針】 

 

● 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに向け、総合的な交通体系の

構築を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜総合的交通システムの構築＞ 

○ 公共交通への利用転換や自動車交通量の削減を図るため、公共交通体系や道路体系と

連携したモビリティマネジメント（ＭＭ）のさらなる推進を図ります。 

○ 環境負荷の軽減などに資するモーダルシフトの推進に加えて、各地で実証実験も行わ

れているＭａａＳ（Mobility as a Service）や自動運転などの新技術の導入を検討す

るなど、公共交通の利用促進に努めます。 
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第４章 全体構想 

② 公共交通体系 

 

【基本方針】 

 

● 人にやさしい誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに向け、公共交通ネットワー

クの連携強化やアクセス性の向上を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜公共交通ネットワークの充実＞ 

○ 都市核と地域コミュニティ核とを結び、地域活性化への貢献や観光振興によって交流

人口の拡大を促進できる総合的な公共交通ネットワークの形成を推進します。 

○ ＪＲ山陰本線とバス交通の相互間の連携強化などにより、公共交通ネットワークの充

実を図ります。 

○ 鉄道駅周辺では、ターミナル機能の充実を図るとともに、公共交通機関の乗継強化な

どにより、交通結節点としての機能強化を図ります。 

○ 地域主体型交通の導入を促進するなど、地域住民との連携・協働などによる需要と運

行のバランスが取れた持続可能かつ交通弱者にも配慮した交通体系の構築を図ります。 

 

＜鉄道の利便性向上＞ 

○ 公共交通の主軸であるＪＲ山陰本線について、ＪＲ馬堀駅への快速の停車や輸送本数

の増加、府立京都スタジアムでのイベント開催時における臨時便の増発など、事業者

に利便性の向上を要請します。 

○ ＪＲ各駅をまちづくりの拠点と位置づけ、ターミナル機能の充実を図ります。 

特に、ＪＲ千代川駅については、東西自由通路の整備による利便性の向上と駅舎のバ

リアフリー化を推進します。 

○ ＪＲ亀岡駅については、交通体系の見直しや駅南地区におけるロータリーの改善など

の利便性向上を図ります。 

○ 本市と京阪神地域を結ぶ鉄路の充実に向け、関係機関への要請に努めます。 

 

＜バス交通の充実＞ 

○ 亀岡市地域公共交通会議などを通じて、地域住民の生活に必要なバスなどの旅客運送

の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの検討を

進めます。 

 

 

 



 

70 

 

第４章 全体構想 

○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として運行するふるさとバスについて、民

営バスとの乗継拠点の充実や、移動手段としてのそれぞれの役割分担を図りながら、

地域需要に応じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上

を図ります。 

○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として市内中心部を運行するコミュニティバ

スについて、利用状況を考慮しながら必要に応じて見直しを行うなど、利便性向上を図

ります。 

○ 新たな道路が整備された際には、必要に応じて運行路線の見直しを検討します。 

○ 事業者の協力のもとで、ノンステップバスやリフト付きバスなど、バス車両のバリア

フリー化を促進します。 

○ 亀岡駅経由の高速バスについては、便数・乗車場所などのさらなる充実を事業者に要

請します。 
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第４章 全体構想 

■ 公共交通体系の整備方針図

○ 公共交通体系や道路体系と連携したモビリティマネジメント

（ＭＭ）のさらなる推進を図ります。 

○ 都市核と地域コミュニティ核とを結ぶ総合的な公共交通ネッ

トワークの形成を推進します。 

○ ＪＲ山陰本線について、事業者に利便性の向上を要請します。 

○ 地域住民の生活に必要なバスなどの旅客輸送の確保などを図

り、地域の実情に即した輸送サービスの検討を進めます。 
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第４章 全体構想 

③ 道路体系 

 

【基本方針】 

 

● 交流によるにぎわいの創出と産業の活性化による自立したまちづくりに向け、広域

幹線道路の整備を促進し、周辺都市圏とのネットワーク強化を図ります。 

● 市街地幹線道路については、優先順位を明確化し計画的で効率的な整備を図ります。 

● 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりに向け、生活道路の整備を推進する

とともに、人にやさしい道づくりや自転車利用環境の整備を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜広域幹線道路の整備＞ 

○ 産業・観光の活性化につながる京都縦貫自動車道の園部ＩＣから丹波ＩＣまでの区間

の４車線化を促進します。 

○ 国道９号については、歩道の整備や交通渋滞の緩和に向けた交差点改良の整備を促進

するとともに、関係市町と連携し４車線化による現道の強靭化やダブルルート化の実

現に向けて関係機関へ要望します。 

○ 阪神地域とのネットワーク強化に向け、国道３７２号・国道４７７号の整備を促進し

ます。 

○ 都市核及び地域コミュニティ核などを結ぶ多様な地域ネットワーク軸として、主要地

方道及び一般府道の整備を促進するとともに、幹線市道の整備を推進します。 

○ 沿線自治体や経済界と連携し、阪神地域と南丹地域のネットワーク強化及び防災性の

向上に向けて京都中部阪神連絡道路である国道４２３号の整備を促進します。 

 

＜市街地幹線道路の整備＞ 

○ 全市的な道路網整備計画を策定し、道路整備の優先順位の明確化を図ります。 

特に、ＪＲ各駅や京都縦貫自動車道へのアクセス道路、市街地の骨格となる幹線道路、

面的整備と一体的な整備が必要な道路については、優先的に整備を推進します。 

 ○ 国道９号の渋滞緩和や災害時の避難通路確保のための桂川右岸道路の整備、また市街

地と京都縦貫自動車道へのアクセスを向上させる市道並河蚊又線の整備を図ります。 

 ○ 中部地区と市街地ゾーンを繋ぐ主要道路として市道城山医王谷中山線や市道並河蚊

又線の整備を推進します。 

○ 効率的かつ効果的に道路を整備するため、道路施設の長寿命化に配慮した整備手法の

採用や、道路照明のＬＥＤ化などによるコスト削減を推進します。 
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＜地域幹線道路などの整備＞ 

○ 亀岡駅前通りのシンボルロード整備や旧城下町などの周辺環境や景観に配慮した道

路修景整備、電線類の地中化検討などに向け、住民との協働による道路整備を推進し

ます。 

○ 集落間を結ぶ主要道路や生活に密着した狭小道路の改良整備を推進するとともに、準

市道及び認定外道路への整備を支援します。 

 

＜人にやさしい道づくり＞ 

○ 歩道の段差解消などの道路空間のバリアフリー化により、誰もが利用しやすい安全・

安心な歩行者・自転車空間のネットワークづくりを推進します。 

○ 通学児童などの歩行者の安全確保のため、学校・ＰＴＡ・地域と連携し、防護柵など

の安全施設の設置や路肩のカラー化、車のスピード抑止策などを講じ、誰もが安全で

通行しやすい道路の整備を推進します。 

○ 交通規制を利用した歩道の確保など、円滑な移動を支える道路空間の再構築を検討し

ます。また、新たな道路整備の際には、周囲の景観に配慮し、街路樹による緑化や舗

装の美装化などにより、安全で快適な通行空間の確保による道路環境づくりを推進し

ます。 

○ 妊産婦や障がい者などが、公共施設や商業施設などの駐車スペースを優先利用できる

パーキング・パーミット制度の導入・普及を促進します。 

○ 公衆街路灯については、自治会などの要望に基づき、危険度・緊急度の高いものから

整備の推進を図ります。また、電気代やＬＥＤ化の費用助成など、適切な維持・管理

を支援します。 

 

＜環境にやさしい自転車利用環境の整備＞ 

○ 自転車の快適な走行空間の確保や交差点改良などを推進し、市街地内での主要な交通

手段である自転車利用の促進を図ります。 

○ 道路照明や道路標識の設置など、自転車の安全利用に関わる施設整備の充実を推進し

ます。 

○ 歩行者や緊急車両の通行を妨げ、まちの景観を損なう放置自転車の抑制・解消に向け、

事業者や道路管理者などと連携し、意識啓発や指導強化などに向けた取組を推進します。 

○ 地域の実情に応じた自転車駐車場の充実や料金制度の見直しなどにより、利便性の向

上を図ります。 

○ 観光資源や交通拠点をレンタサイクルなどで結ぶ取組の推進に向け、スマート！かめ

まる観光レンタサイクルの利用促進を図ります。 
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第４章 全体構想 

■ 道路体系の整備方針図（市域全域） 

 

○ 広域幹線道路の整備を促進します。 

○ 全市的な道路網整備計画を策定し、道路整備の優先順位の明

確化を図ります。 

○ 集落間を結ぶ主要道路や生活に密着した狭小道路の改良整備

を推進します。 
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第４章 全体構想 

■ 道路体系の整備方針図（市街地とその周辺部） 

 

○ 生活に密着した狭小道路の改良整備を推進します。 

○ 誰もが利用しやすい安全・安心な歩行者・自転車空間の

ネットワークづくりを推進します。 

○ 市街地内での主要な交通手段である自転車利用の促進を

図ります。 
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２－３．環境保全及び公園・緑地整備などの方針 

 

① 環境保全 

  

【基本方針】 

 

● 世界に誇れる環境先進都市として、次世代に受け継ぐ先進的な取組を通じて、豊か

な自然環境や魅力的な景観を守るまちづくりを推進します。 

● 豊かな自然環境に配慮したまちづくりに向け、市街地における環境保全の取組に加

えて、森林や里山、水辺空間などの環境の保全を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜総合的な環境保全＞ 

○ 「亀岡市環境基本計画」に基づき、市民・事業者・行政が各々の役割と責務を自覚で

きる積極的な取組を推進します。 

○ 国内初の亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例など、かめおかプラス

チックごみゼロ宣言に基づく環境保全に関する先進的な取組などを推進します。 

○ かめおか脱炭素宣言に基づく、ＣＯ２排出量実質ゼロの取組を推進します。 

○ 環境保全活動に関わる情報提供、市民参加によるイベント・研修会・体験学習、市民

による環境保全組織の育成など、市民・事業者・行政のパートナーシップとそれぞれ

の主体的な取組を促進し、環境保全に向けた意識啓発を図ります。 

〇 世界に誇れる環境先進都市として、地元農作物などを使った環境保全関連製品などの

製造施設の立地基準の策定・運用に向けた取組を検討します。 

〇 内閣府により２０２０年度ＳＤＧｓ未来都市として選定されたかめおか霧の芸術祭

×Ｘ（かけるエックス）におけるプロジェクトによる新たな環境保全への取組を推進

します。 

○ 地域新電力会社である亀岡ふるさとエナジー株式会社との連携により、市内の再生可

能エネルギーを最大限に活用し、エネルギーの地産地消を推進します。 

○ 住宅用太陽光発電システムの普及に向け、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー

導入事業費補助金制度などによる設置支援を推進します。 

 

＜市街地における環境保全と共生＞ 

○ 世界に誇れる環境先進都市・亀岡市が世界に広がることを目的として（仮称）環境政

策情報発信・交流拠点施設の整備を推進します。 
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○ 工場・事業所における排水、廃棄物などの監視、公共交通への転換による環境負荷の

小さい交通ネットワークの形成、下水道の整備による生活排水対策などを推進すると

ともに、周辺地域を含めた自然環境の保全や緑化推進など、快適環境の創造に向けた

取組を推進します。 

○ 電気自動車の導入や充電施設の設置による脱炭素化に向けた取組を推進します。 

 

＜豊かな山林の保全＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 地域振興を目的に開発を行う際にも、周辺環境への影響を考慮し、適切な方策を検討

します。 

○ 治山事業などにおいて、環境に負荷をかけない手法の選択に努めるとともに、市民組織

などと連携した自然林の復元活動などを推進します。 

○ 子どもたちが木に親しみ森林の大切さを学ぶ木育活動などを進めるウッドスタート宣

言の取組などを通じて、森林資源の有効活用・保全を推進します。 

 

＜里環境の保全＞ 

○ 山林のあいまに分布する農地と集落地及びその周辺では、魅力的な里環境の保全を図

ります。 

○ 市街地周辺の平野部に広がる田園地帯では、農業振興を基本とし、地域特有の風景と

一体となった田園環境の保全を図ります。 

 

＜水辺環境の保全＞ 

○ 桂川とその支川については、「川と海つながり共創プロジェクト」と連携し、環境教育

や漂着ごみ調査、清掃活動事業などを通じて市民意識の啓発を図りながら水質と水辺

環境の保全を図ります。 

○ 桂川とその支川について、「保津川かわまちづくり計画」などと整合を図り、うるおい

ある水辺空間、自然味豊かなレクリエ－ション空間として、積極的に活用を図ります。 

○ 生物多様性の維持保全を図るため、市民協働によるアユモドキなどの保護保全活動を

推進します。 
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第４章 全体構想 

■ 環境保全の方針図 

 

○ 「亀岡市環境基本計画」に基づき、積極的な取組を推進し

ます。 

○ 市街地地域については、下水道の整備による生活排水対策

などを推進するとともに、快適環境の創造に向けた取組を

推進します。 

○ 山林地域については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 集落地及びその周辺地域では、魅力的な里環境の保全を図

ります。 

○ 桂川とその支川については、市民意識の啓発を図りながら

水質と水辺環境の保全を図ります。 
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第４章 全体構想 

② 公園・緑地など 

 

【基本方針】 

 

● 豊かな自然環境に配慮したまちづくりの実現に向け、河川の水辺、地域の歴史・風

土など本市特有の環境を活かした公園・緑地の整備を推進するとともに、水と緑の

ネットワークの構築を図ります。 

● うるおいのあるまちづくりを進めるため、法制度などに基づく都市内緑地の保全・

活用を図るとともに、市民との協働による都市緑化を推進します。 

● 「亀岡まるごとガーデン・ミュージアム構想」により、原風景や豊かな自然、地域

資源を大切にした、花と緑があふれ、住む人が誇れるまちづくりを推進します。 

 

【整備の方針】 

 

＜都市公園などの整備＞ 

○ 市街地部では、地域のバランスを考慮しながら街区公園、近隣公園、地区公園といっ

た住区基幹公園の整備を推進します。 

○ 亀岡運動公園について、スポーツ・レクリエーション拠点としての施設長寿命化や利

便性向上に向けた整備を推進します。 

○ 京都・亀岡保津川公園について、グリーンインフラとして整備を進め、原風景や自然

環境を保全し、自然とふれあい、農業体験ができる公園整備を推進します。 

○ 本市の新たな玄関口にあるかめきたサンガ広場について、多くの人々が集い安らげる

空間としての活用を推進し、にぎわいの創出を図ります。 

○ 府立京都スタジアム周辺に隣接する公園について、利用者のニーズを捉え、多様なス

ポーツ環境などを提供できる公園の整備を推進します。 

○ 周辺の雄大な自然環境を活かした公園・緑地として、河川改修と連携した大堰川緑地、

七谷川緑地の整備を図るとともに、平の沢公園の未整備区域については、整備構想の

策定を検討します。 

○ 自然や地域風土と共生する公園として、平和の森自然公園や「史跡丹波国分寺跡整備

基本計画」による公園整備を推進します。 

○ 南郷公園について、市民に一層親しまれる空間づくりを図るため、再整備を推進します。 

○ 市民が自然とふれあい、交流できる憩いの場として、長尾山市民の森の整備を推進し

ます。 

○ 誰もが安全・安心して利用できるよう「公園施設長寿命化計画」に基づき、緊急性・

優先性の高い施設から改修を図ります。 
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第４章 全体構想 

○ 市民や来訪者が安らぎと潤いを感じられるまちづくりを推進するため、駅前広場・主

要道路の街路樹・緑地などの適切な維持管理や花の植え付けによる美しい街並みの形

成を図ります。 

○ 民間開発や土地区画整理事業による公園の適正配置と住民のニーズに合った公園整

備を促進します。 

○ 集落地では、子どもの遊び場や高齢者のレクリエ－ションの場として、既存施設の活

用を図ります。 

 

＜水辺空間の整備＞ 

○ 桂川とその支川については、河川改修にあわせて市民が自然や水と親しめる親水施設

や水辺環境の整備を推進します。 

○「保津川かわまちづくり計画」に基づき、保津川水辺公園を利用したにぎわい創出と桂

川右岸高水敷の活用を図るための環境整備を推進します。 

○ 川の駅・亀岡水辺公園について、桂川を活用した桂川舟運の歴史・文化の学習の場、

スポーツ及びアクティビティの体験の場、地域住民や来訪者の交流の場などとして、

観光振興及び地域活性化に向けた活用を図ります。 

 

＜水と緑のネットワーク化＞ 

○ 河川堤防を利用した遊歩道の整備や街路樹の植栽などにより、人にやさしい道づくり

を進めるとともに、拠点的な公園・緑地などを結ぶ水と緑のネットワークの構築を推

進します。 

 

＜都市内緑地の保全と活用＞ 

○ 「亀岡市緑の基本計画」に基づき、緑地の保全及び緑化に関する施策を推進します。 

○ 「亀岡まるごとガーデン・ミュージアム構想」に基づき、快適でうるおいのある生活

環境や美しい景観を創出する取組を推進します。 

○ 緑地保全地域、風致地区といった法制度の適用など、自然豊かな緑の保全と身近な緑

の創出に向けた施策を検討します。 

○ 市街地内農地については、防災や良好な景観の形成などの観点から評価できる農地に

ついて、生産緑地としての保全や市民農園としての活用などを支援します。 

 

＜緑化活動の推進＞ 

○ うるおいと安らぎのあるまちづくりや花づくりを通じたコミュニティの形成に向け、

公益財団法人亀岡市都市緑花協会と連携し、民有地緑化の推進など花と緑のまちづく

りの普及啓発を促進します。 
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第４章 全体構想 

○ 緑化活動に関わる地域のリーダーの育成や各種団体、企業などの緑化活動への参加を

促進し、市民・事業者・行政の協働による都市緑化を推進します。 

○ アダプト制度の普及を推進し、市民が主体的に公園や緑地の維持管理に参画できる仕

組づくりを検討します。 

○ 各自治会との協働によるわがまちの花づくり事業の充実を図ります。 
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第４章 全体構想 

■ 公園・緑地の整備方針図（市域全域：大規模公園のみ） 

 

○ 桂川とその支川については、市民が自然や水と親しめる親水

施設や水辺環境の整備を推進します。 

○ 人にやさしい道づくりを進めるとともに、水と緑のネットワ

ークの構築を推進します。 
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第４章 全体構想 

■ 公園・緑地の整備方針図（市街地とその周辺部） 

○ 地域のバランスを考慮しながら住区基幹公園の整備を推

進します。 

○ 桂川とその支川については、市民が自然や水と親しめる

親水施設や水辺環境の整備を推進します。 

○ 人にやさしい道づくりを進めるとともに、水と緑のネッ

トワークの構築を推進します。 

○ 「亀岡市緑の基本計画」に基づき、緑地の保全及び緑化

に関する施策を推進します。 

○ 公益財団法人亀岡市都市緑花協会と連携し、花と緑のま

ちづくりの普及啓発を促進します。 
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第４章 全体構想 

２－４ 景観形成及び観光振興の整備方針 

 

【基本方針】 

 

● 魅力的な景観に配慮したまちづくりに向け、地域の特性に応じた風情ある景観づく

りを推進します。 

● 歴史・文化の継承や文化財の保護などによる地域資源を活かしたまちづくりを推進

します。 

● にぎわいのあるまちづくりを進めるため、三大観光などを活用し、多文化共生に配

慮した、国内外からの交流人口の拡大を図ります。 

  

【整備の方針】 

 

＜景観資源の形成＞ 

○ 「亀岡市景観計画」に基づき、景観資源を活かしたまちづくりを推進するとともに、

情報発信や市民協働によるまちづくり活動などを通じて、周辺地域と調和した良好な

景観形成を図ります。 

○ 「亀岡市景観計画」や「亀岡市文化財保存活用地域計画」に基づき、伝統的な造りの

町家などの面影が残る旧城下町などについて歴史的資源の保全・活用に向けて、地域

に応じた景観形成を検討します。 

○ 鉄道駅周辺や国道９号沿道などでは「亀岡市景観計画」に基づき、都市景観として周

辺地域と調和したデザインによる建築物などの誘導を推進します。 

○ 「亀岡市景観計画」に基づき、良好な景観を形成するため、地域の状況に調和するよ

う屋外広告物の規制誘導を図ります。 

○ 湯の花温泉とその周辺地区については観光地としてふさわしい道路整備や親水性に

配慮した水辺空間の整備を図るとともに、温泉郷の情緒を醸し出す、自然や緑と共生

した景観の形成を図ります。 

○ 京都府景観資産（まほろば・亀岡かわひがし～古代丹波の原風景～）をまちづくりに

活かした取組を促進します。 

○ 自然と人の暮らしの中で形成された景観が残る地区については、文化的景観を保存す

る取組を推進します。 

○ 自然景観については、やまなみに調和した規制誘導を行うとともに、環境整備の際に

は、斜面の緑化や自然石を利用した擁壁など自然風景と調和した素材の積極的な採用

を図ります。 

 

 

 



 

85 

 

第４章 全体構想 

＜観光資源の有効活用＞ 

○ 「亀岡市観光振興ビジョン」に基づき、通過型観光から周遊・滞在型観光への移行を

促進するため、観光拠点である保津川下り乗船場周辺及びトロッコ亀岡駅周辺の拠点

機能の強化や受入環境の整備などを促進します。 

○ 三大観光及び府立京都スタジアムを中心とした周遊観光について、関係機関と連携・

協力し、仕組づくりを検討します。 

○ 宿泊施設やスポーツ・レクリエーション施設などについて、地域のさらなる観光振興

のため、誘客施設としての機能向上を促進します。 

○ 湯の花温泉地区では、観光資源の有効利用上必要な施設について適切に立地誘導する

とともに、にぎわいを創出するための機能向上を図ります。 

○ 関係機関との連携により、歴史・観光資源と交通拠点を結ぶ仕組づくりを推進します。 

○ 観光資源や観光モデルコース、京都丹波サイクルルートなどを活用し、周遊型観光に

よる観光振興を図ります。 
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第４章 全体構想 

■ 景観・観光資源の整備方針図 

○ 「亀岡市景観計画」に基づき、景観資源を活かしたまちづく

りを推進するとともに、周辺地域と調和した良好な景観形成

を図ります。 

○ 「亀岡市観光振興ビジョン」に基づき、保津川下り乗船場周

辺及びトロッコ亀岡駅周辺の拠点機能の強化や受入環境の整

備などを促進します。 
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第４章 全体構想 

２－５．供給処理体系の整備方針 
 

① 水道供給 

 

【基本方針】 

 

● 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりに向け、安全で災害に強い水道を確

保し、持続可能な水道事業の推進を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜安全・安心な給水の確保＞ 

○ 「亀岡市上下水道ビジョン」に基づき、基幹施設である浄水場、配水池、主要管路な

どの耐震化や老朽管の更新を重要度の高いものから優先して推進し、水の安定供給を

図ります。 

○ 水道未普及地域については、開発団地の老朽化した水道管の布設替えや水道施設の整

備に要する費用の支援により、飲用水の安定的な供給確保を図ります。 

○ 地震などの災害時に備え、基幹施設の耐震化を推進するとともに、緊急時連絡管の整

備、給水拠点の整備、さらに関係機関との災害時における相互応援の迅速な対応など

により、災害に強い水道供給システムの構築を図ります。 

○「老朽管更新計画」及び「漏水防止計画」に基づき、漏水防止に向けた配水管の計画的

な更新を推進します。 

 

＜水質の保全＞ 

○ 取水・浄水施設の機能を維持し、水の安定供給を図ります。 

○ 水質検査計画の定期的な見直しなどにより、水質管理の強化を図ります。 
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第４章 全体構想 

■ 水道供給施設の整備方針図 

 

○ 「亀岡市上下水道ビジョン」に基づき、水の安定供給を図ります。 

○ 取水・浄水施設の機能を維持し、水の安定供給を図ります。 
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第４章 全体構想 

② 汚水処理 

 

【基本方針】 

 

● 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりに向け、地域の実情に即した汚水処

理システムの整備を推進します。 

 

【整備の方針】 

 

＜公共下水道（汚水）の整備＞ 

○ 下水道施設の整備計画に基づき、老朽管の更新及び維持管理の適正化を推進します。 

○ 土地区画整理事業や民間宅地開発などと連携し、効率的な管渠整備を図ります。 

○ 年谷浄化センターについては、ストックマネジメントを推進し、適切かつ計画的な改

築・更新の整備による施設の長寿命化を図ります。 

○ 保津地区の集落地については、特定環境保全公共下水道事業、その他の集落地につい

ては、農業集落排水事業による適正な維持・管理を図ります。 

○ 「大阪湾・淀川流域別下水道整備総合計画」に基づき、窒素・リンなどの排出基準の

達成に向けた処理施設の整備を推進します。 

○ 未水洗世帯における戸別訪問や広報活動を通じて、供用区域におけるトイレの水洗化

を促進します。 

 

＜浄化槽設置の促進＞ 

○ 公共下水道（汚水）及び小規模下水道の事業区域外の地域においては、適切な汚水処

理を図るため、補助金制度を活用し、浄化槽の設置を促進します。 
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第４章 全体構想 

③ 雨水処理 

 

【基本方針】 

 

● 市街地を中心とした公共下水道（雨水）と全市的な河川整備により、円滑な雨水処

理を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜公共下水道（雨水）の整備＞ 

○ 近年の気候変動を考慮した雨水計画の見直しにより、区域内の浸水防除を図るため、

雨水排水施設の整備を推進します。 

 

＜雨水流出抑制策の推進＞ 

○ 市街地における浸水被害を防止・軽減するため、道路や公園、その他公共施設の整備

において透水性舗装や雨水貯留施設の導入など、総合的な雨水の流出抑制に向けた取

組を推進します。 

○ 新たな市街地開発にあたっては、適切な施設配置により、流域への雨水流出による負

荷の低減を図ります。 

○ 一般家庭における雨水貯留・透水施設の設置促進に向けた方策を検討します。 

 

＜河川の整備＞ 

○ 桂川の段階的な河川改修を促進するとともに、その支川においても本来有する治水・

利水機能などとの調和を図りつつ、計画的な河川改修を推進します。 
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第４章 全体構想 

④ 廃棄物処理など 

 

【基本方針】 

 

● 自然環境に配慮したまちづくりを進めるため、世界に誇れる環境先進都市の実現に

向け、廃棄物処理システムの構築を推進します。 

 

【整備の方針】 

 

＜資源循環型まちづくりの推進＞ 

○ 世界に誇れる環境先進都市を目指すため、「亀岡市ゼロエミッション計画（亀岡市ごみ

処理基本計画）」に基づき、さらなるごみの減量や資源化を推進します。 

○ 民間施設の活用も含めた資源化物の再資源化を推進します。 

○ 市民・事業者・行政の協働による、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を徹

底し、ごみ減量・資源化に関する幅広い取組を推進します。 

 

＜処理施設の整備など＞ 

○ 最終処分場であるエコトピア亀岡及びごみ焼却施設である桜塚クリーンセンターの

安全で適正な維持管理を図ります。 

 

＜廃棄物の不法投棄対策の推進＞ 

○ 廃棄物の不法投棄については、関係機関との連携による監視体制の強化や、不法投棄

監視パトロールの定期化により、不法投棄の未然防止と廃棄物の適正な処理の徹底を

図ります。 
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第４章 全体構想 

■ 汚水処理・雨水処理・廃棄物処理施設などの整備方針図 

 

  

○ 下水道施設の整備計画に基づき、老朽管の更新及び維持管理

の適正化を推進します。 

○ 近年の気候変動を考慮した雨水計画の見直しにより、雨水排

水施設の整備を推進します。 

○ 「亀岡市ゼロエミッション計画（亀岡市ごみ処理基本計画）」

に基づき、さらなるごみの減量や資源化を推進します。 
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第４章 全体構想 

２－６．都市防災の整備方針 

  

【基本方針】 

 

● 誰もが安全・安心・快適に暮らせる災害に強いまちづくりに向け、「亀岡市地域防災

計画」に基づいた総合的な防災体制の確立を図ります。 

● 自助・共助・公助による防災体制の強化を推進します。 

● 砂防・治山対策や治水対策の推進により、自然災害の防止を図ります。 

● 震災や火災を含めた防災対策として、災害に強い都市構造の構築を図ります。 

 

【整備の方針】 

 

＜総合的防災体制の確立＞ 

○ 「亀岡市地域防災計画」に基づき、現状に即応した総合的な防災体制の確立を図ります。 

○ 災害時における迅速な救助活動や支援物資の輸送を支える、緊急輸送道路ネットワー

クの整備の促進や防災拠点の整備など災害対策の充実を図ります。 

○ 市民の安全を確保する避難所の追加指定や防災倉庫の設置による防災資機材の分散

配置など、段階的な整備を図ります。 

○ 大規模災害に備え、プライバシー確保やペット同伴、感染症拡大防止などの事情を考

慮した車中泊避難場所の整備を促進します。 

○ 大規模災害発生時に備え、民間事業者や公的機関、地方自治体などとの応援・支援協

定の締結による、広域的な相互協力体制の強化を図ります。 

○ 本市の救急需要への対応力強化と併せて、西部地域における消防力・災害対応力の向

上を図るため、近隣市町との連携を図り、消防分署の設置について所管する京都中部

広域消防組合へ要望します。 

○ 防災訓練やワークショップの開催、ハザードマップの活用などによる防災意識の啓発

など、市民との協働による防災体制の強化を推進します。 

○ 防災面からみた都市の課題を抽出するため、地域版ハザードマップや避難行動タイム

ラインなどの作成・活用を検討します。 

 

＜砂防・治山対策＞ 

○ 広大な山林について、水源の涵養機能や土砂災害防止機能を保持するため、森林経営

管理制度の活用などによる山林の維持保全を図ります。 

○ 砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業などの実施による土砂災害防止に向けた取組を促

進します。 
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第４章 全体構想 

○ 土砂災害の危険から市民の安全を確保するため、土砂災害防止法に基づく警戒区域な

どの指定を促進するとともに、危険箇所の監視、ハザードマップによる市民への危険

の周知などの取組を推進します。 

 

＜治水対策＞ 

○ ハザードエリアにおける土地利用の安全性向上のため、治水機能の向上と浸水被害の

防止軽減に向けた整備を推進するとともに、市民への危険の周知などの取組を推進し

ます。 

○ 桂川について、治水機能の向上と浸水被害の防止・軽減に向け、「淀川水系桂川上流圏

域河川整備計画」に基づき、上下流バランスに配慮しながら、霞堤の段階的な嵩上げ

などの河川改修を促進します。 

○ 桂川流域全体の治水安全度向上のため、流下能力が不足する支川の改修を図るなど、

緊急性に配慮した河川整備の促進や本川への負担を軽減するため、支川における親水

公園の整備などによる雨水の貯留・浸透措置などの流域治水対策に取り組みます。 

○ 治水計画の策定段階から地域住民や市民団体との協働の取組を推進します。 

○ 集中豪雨などによる浸水被害の軽減に向け、支障となる樹木の伐採や堆積土砂の除去

などの適正な維持管理を図ります。 

○ 日吉ダムについては、大雨などの危険時における洪水調節を引き続き要請します。 

 

＜震災・火災対策＞ 

○ 市街地において、各地域の防災性の向上を図るため、亀岡運動公園などの防災活動拠

点となる公園整備を推進するとともに、災害時の避難路・避難地・ヘリポートとして

利用可能なスペースや農地のオープンスペースを確保するなど、都市防火区画や防災

環境軸の整備により、災害に強い都市構造の構築を図ります。 

○ 公的建築物や民間住宅について、補助制度などを活用した耐震化や耐震改修を推進し

ます。 

○ 水道及び下水道施設の耐震化を推進するとともに、電気、ガス、通信事業者との連携

により、ライフラインの耐震化を促進します。 

○ 地域住民との話し合いのもと、都市の耐火性の向上を図るため、住居系用途地域への

防火地域・準防火地域の指定区域の拡大を検討します。 
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第４章 全体構想 

■ 都市防災の方針図 

 

 

 

○ 「亀岡市地域防災計画」に基づき、現状に即応した総合的

な防災体制の確立を図ります。 

○ 森林経営管理制度の活用などによる山林の維持保全を図

ります。 

○ 桂川について、「淀川水系桂川上流圏域河川整備計画」に基

づき、上下流バランスに配慮しながら、霞堤の段階的な嵩

上げなどの河川改修を促進します。 

○ 防災活動拠点となる公園整備の推進や災害時の避難路・避

難地・ヘリポートとして利用可能なスペースの確保など、

災害に強い都市構造の構築を図ります。 



 

96 

 

第４章 全体構想 

２－７．公共施設などの整備方針 

 

【基本方針】 

 

● 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくりに向け、教育関連施設や保健・医療

関連施設、福祉関連施設などの公共施設の適正な配置と多文化共生を視野に入れた

整備・充実を図ります。 

● 既存の公共施設については、「亀岡市公共施設等総合管理計画」に基づき計画的な維

持修繕による長寿命化を図ります。 

 

【整備の方針】 

＜教育関連施設＞ 

○ 校舎の長寿命化や大規模改修を推進するとともに、トイレの洋式化などの整備を図る

など、安全・安心な環境整備を図ります。 

〇 児童生徒にとって望ましい学習環境・集団活動を形成できるよう、学校区の見直しな

ど学校規模の適正化を推進します。また、学校区の見直し状況によって施設の跡地に

ついては、地域コミュニティの拠点とするなど、地域に応じて適切な活用方法を検討

します。 

○ 地域におけるコミュニティ活動の場や生涯学習の拠点として、教育施設の整備・充実

と有効活用を図ります。 

○ 亀岡市立幼稚園の幼児教育の充実を図るとともに、幼児教育総合センターの機能強化

を推進します。 

＜保健・医療施設＞ 

○ 市立病院については、地域医療の拠点として適正な維持管理を推進します。 

○ 乳児期から高齢期までのライフステージに応じ、地域に根ざした切れ目のない保健・

医療施設の充実を図ります。 

○ 子どもの育ちと子育て家庭に対する切れ目のない支援を推進するため、ＢＣｏｍｅ＋

のワンストップ機能の活用や子育てコリドー（回廊）の形成を図ります。 

＜福祉関連施設＞ 

○ 「亀岡市いきいき長寿プラン」に基づいた高齢者福祉施設などの整備・充実を図ります。 

○ 「第４期亀岡市障がい者基本計画」及び「第６期亀岡市障がい福祉計画」に基づき、

障がい者の地域生活を支える福祉サービスの充実を図ります。 

○ 地域包括支援センターについては、高齢者の自立支援と要介護状態の重症化防止のた

め、施設の体制強化と充実を図ります。 

 



 

97 

 

第４章 全体構想 

○ 保育所（園）や認定こども園については、安全・安心な保育環境の整備を推進すると

ともに、施設の適正な規模、配置を検討します。 

○ 保津保育所については、保育環境の向上及び保育ニーズへ対応するため、施設移転に

よる保育環境整備を推進します。また施設の跡地については、民間への売却などによ

り効果的な活用方法を検討します。 

＜生涯学習など社会教育関連施設＞ 

○ ガレリアかめおかについては、修繕計画に基づき、施設の修繕と設備の更新を推進し

ます。 

○ 梅岩の里生誕地の整備を推進するとともに、そのあり方について市民や自治会、関係

団体などと連携し研究を行い、多様な学習活動の提供や情報発信などができる拠点施

設としての活用を図ります。 

○ 文化資料館については、新資料館構想を踏まえ、文化施設のあり方・設置について、

検討を進め、具体化を図ります。 

○ 「史跡丹波国分寺跡整備基本計画」に基づく事業を推進します。 

○ 市民の健康増進や相互交流を促進するための、スポーツ・レクリエーション施設整備

を推進します。 

＜火葬場施設＞ 

○ 新火葬場の整備にあたっては「亀岡市新火葬場整備基本計画」に基づき周辺環境と調

和のとれた施設整備を図ります。 

＜その他の施設＞ 

○ 「亀岡市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設などの効果的な活用・再編と

効率的な維持管理を推進します。 

○ 地域拠点における中核的なコミュニティ施設として各町自治会館の機能の充実・強化

を推進します。 

○ 地域の治安拠点である交番・駐在所の機能の充実・強化を要望します。 

○ 上下水道部庁舎の跡地について、効果的な活用方法を検討します。 

○ 森のステーションかめおかについては、本市の特産品である天然砥石や薬膳食材であ

るチョロギの展示・体験や、自然豊かな環境を活かした宿泊施設としての活用を推進

します。 

○ 月読橋周辺の川とふれあうエリアについては、スポーツ施設の利便性向上をはじめ、

川の駅・亀岡水辺公園を中心としたレクリエーション機能の充実を検討します。 

○ 地域住民への買い物支援と地域コミュニティの活性化を目的とした地域活動拠点施

設の整備を支援します。 

○ その他、社会経済情勢の変化や土地利用の動向に応じて、必要な施設の配置を検討します。 



 

98 

 

第４章 全体構想 

■公共施設などの整備方針図（市域全域） 

 

○ 校舎の長寿命化や大規模改修を推進するとともに、トイレの

洋式化などの整備を図るなど、安全・安心な環境整備を図り

ます。 

○ 乳児期から高齢期までのライフステージに応じ、地域に根ざ

した切れ目のない保健・医療施設の充実を図ります。 

○ 「亀岡市いきいき長寿プラン」に基づいた高齢者福祉施設な

どの整備・充実を図ります。 

○ 「亀岡市新火葬場整備基本計画」に基づき周辺環境と調和の

とれた施設整備を図ります。 

○ 「公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設などの効果

的な活用・再編と効率的な維持管理を推進します。 

※ 計画期間中に施設の新設、廃止、名称変更などを行う可能性があります。 

（図中の施設は令和３（２０２１）年３月末時点） 
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第４章 全体構想 

■公共施設などの整備方針図（市街地とその周辺部） 

 

  

※ 計画期間中に施設の新設、廃止、名称変更などを行う可能性があります。 

（図中の施設は令和３（２０２１）年３月末時点） 
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第４章 全体構想 

３．整備方針とＳＤＧｓとの関係 

 

 

ＳＤＧｓの１７のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備方針】 

 

部

門

別

方

針 

市街地及び集落地などの整備方針  

交通体系の 

整備方針 

①総合交通体系  

②公共交通体系  

③道路体系  

環境保全及び

公園・緑地整

備の方針 

①環境保全  

②公園・緑地など 
 

景観形成及び観光振興の整備方針  

供給処理体系

の整備方針 

①水道供給  

②汚水処理  

③雨水処理  

④廃棄物処理など  

都市防災の方針  

公共施設などの整備方針  

 

 
※ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミッ

トで採択された国際目標で、地球上の誰一人として取り残さないことを理念に掲げて

います。本市では令和２（２０２０）年度に内閣府よりＳＤＧｓ未来都市・自治体

ＳＤＧｓモデル事業に選定されています。 
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第５章 地域別構想 

  

第５章 

地域別構想 
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第５章 地域別構想 

１．地区の区分  

 

地域別方針の区分として、本市域をまちの構造における土地利用ゾーニングの基本とな

る市街地ゾーン、川東ゾーン、中部・西南部ゾーンによる３地域に大別します。 

さらに、以下のとおり、鉄道駅を中心とした地域内の生活圏や地域的特性などを考慮し、

７地区に分類した上で、地区ごとの方針を示します。 

 

■ 地域区分図 

市街地ゾーン 

亀岡地区 亀岡地区・西つつじケ丘・南つつじケ丘 

篠地区 篠町・東つつじケ丘 

大井・千代川地区 大井町・千代川町 

川東ゾーン 川東地区 旭町・馬路町・河原林町・千歳町・保津町 

中部・西南部ゾーン 

中部地区 薭田野町・吉川町・曽我部町 

西部地区 畑野町・本梅町・東本梅町・宮前町 

南部地区 東別院町・西別院町 
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第５章 地域別構想 
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２．市街地ゾーン 

 

２―１．地域の現況と特性 

 

（１）位置・地勢 

○ 本地域は亀岡地区、篠地区、大井・千代川地区

で構成しています。 

〇 地域の北側には桂川が貫流し、ＪＲ山陰本線と

国道９号に沿って市街地が形成され、本市の中

心的な地域として、都市機能増進施設が集積し

ています。 

（２）人口 

○ 人口は、篠地区と大井・千代川地区で増加傾向

となっています。一方で亀岡地区は減少傾向と

なっています。 

○ 世帯数は、篠地区と大井・千代川地区で増加傾

向となっています。 

〇 平成２７（２０１５）年の年齢３区分別人口は、

本市平均と比較して、亀岡地区を除き１５歳未

満の割合が高くなっています。また、６５歳以

上の割合は、本市平均と比較して、すべての地

区で割合が低くなっています。 

○ 平成１７（２００５）年及び平成２２（２０１０）

年の年齢３区分別人口と比較すると、少子高齢

化の進行が顕著となっています。 

  

  

■ 位置図 

出典：国勢調査 

（平成２７年） 

■ 地区別人口の推移 

出典：国勢調査 

■ 地区別世帯数の推移 

■ 年齢３区分別人口 

（平成２２年） 

出典：国勢調査 

（人） 

（世帯） 

（平成１７年） 
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（３）産業 

○ 亀岡地区では、ＪＲ亀岡駅周辺に本市の中心商業地が形成されており、市役所周辺に

かけて商業・業務施設が集積しています。また、亀岡駅北土地区画整理事業による市

の新たな玄関口に相応しいにぎわいのある中心市街地の形成に向け、さらなる産業機

能の集積が見込まれています。 

〇 篠地区では、ＪＲ馬堀駅周辺及び国道９号野条交差点付近に商業施設が立地していま

す。また、京都縦貫自動車道篠ＩＣ周辺における亀岡市篠町篠企業団地土地区画整理

事業の完了に伴い、広域交通条件に恵まれた立地条件を活かし、工業系土地利用への

転換による産業機能の集積が見込まれています。 

〇 大井・千代川地区では、京都縦貫自動車道大井ＩＣ周辺に本市の産業基盤を担う大井

工業団地が立地し、ＪＲ並河駅・千代川駅周辺には、商業施設が立地しています。ま

た、大井工業団地に隣接して大井町南部土地区画整理事業が進められており、広域交

通条件に恵まれた立地条件を活かした工業系土地利用及び国道９号沿道の商業系土

地利用への転換によるさらなる産業機能の集積が見込まれています。 

 

（４）観光・景観 

〇 観光については、本地域に保津川下り乗船場やトロッコ亀岡駅などの主要観光施設が

あり、伝統的な建築物が残る旧城下町や大井神社、亀岡市指定文化財などにも指定さ

れている篠村八幡宮といった歴史・文化資源も多数点在しています。 

○ 令和２（２０２０）年に開業した府立京都スタジアムを中心に、今後の入込客増加に

よる波及効果として周辺観光の活性化が期待されています。 

○ 景観については、ＪＲ亀岡駅南地区の旧城下町エリアにおいて当時の町割や、町家や

社寺など数多くの歴史的建造物が残されています。 

 

（５）土地利用 

○ 本地域では、ＪＲ沿線の市街地に加え、南つつじケ丘や篠町夕日ケ丘などで住宅地が

立地しています。また、国道９号沿道やＪＲ各駅周辺に商業施設が多く立地し、大井

ＩＣを中心に工業施設が多く立地しています。 

○ 亀岡駅北地区や大井町南部地区、亀岡市高野林・小林地区、亀岡市篠町篠企業団地地

区では土地区画整理事業による市街地整備が進められています。 

 

（６）都市機能増進施設 

○ ＪＲ各駅周辺や国道９号沿道などを中心に、医療、介護・福祉、商業といった都市機

能増進施設が立地しています。 
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第５章 地域別構想 

（７）公共交通 

○ 本地域の主な公共交通機関として、ＪＲ山陰本線に加えて、民営バスやコミュニティ

バス、ふるさとバスがあり、ＪＲ亀岡駅や馬堀駅などを起点に運行しています。 

 

（８）都市施設 

○ 道路網については、京都縦貫自動車道、国道９号など、本市の広域交通を担う幹線道

路を中心に構成され、整備が進められています。都市計画道路の令和２（２０２０）

年度末時点における整備率は６０．６％となっており、（都）馬堀停車場篠線や（都）

並河亀岡停車場線などの整備が進められています。 

○ 都市計画公園・緑地については、京都・亀岡保津川公園などで整備が進められていま

す。 

○ 水道については、市街地とその周辺部がすべて給水区域となっています。 

○ 下水道については、市街地とその周辺部が公共下水道の計画処理区域となっています。 

○ 河川については、桂川及びその支川で河川改修事業が進められています。 

○ 火葬場については、新たな火葬場を都市計画決定していますが、未整備となっています。 

 

（９）防災 

○ 近年大型化する台風や局地的な豪雨による土砂災害及び河川の氾濫が発生しており、

桂川の河川改修などの流下能力拡大、上流の日吉ダムの整備による洪水調節機能向上

が図られているほか、市街地における浸水被害対策、山間部における土砂災害対策、

防災ハザードマップを活用した災害発生時の行動など、多方面から防災・減災対策が

図られています。 
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第５章 地域別構想 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

亀岡地区

篠地区

大井・千代川地区

本市平均

ずっと住み続けたい 当分の間は住みたい

いずれは転出したい すぐにでも転出したい

特に考えていない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

亀岡地区

篠地区

大井・千代川地区

本市平均

周りの自然環境や住環境が良いから

通勤・通学や買い物などが便利だから

医療や福祉、公共サービスなどの条件が整っているから

住宅の都合（住宅を購入した、家賃が手ごろ）

子供の教育が充実しているから

仕事の関係で（仕事の都合で移れない）

近所づきあいに満足しているから

親・子や親類・知人が近くに住んでいるから

治安（防犯など）や災害への不安が小さいから

まちに住んで愛着を感じているから

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

亀岡地区

篠地区

大井・千代川地区

本市平均

周りの自然環境や住環境に不満があるから

通勤・通学や買い物などに不満があるから

医療や福祉、公共サービスなどの条件が不十分だから

住宅の都合（市街に住宅を購入する、家賃が高い）

子供の教育に不満があるから

仕事の関係で（仕事の都合で移らないといけない）

近所づきあいに不満があるから

親・子や親類・知人の近くに住みたいから

治安（防犯など）や災害への不安があるから

まちに住んで愛着を持てないから

その他

２―２．地域住民の意向 

（１）まちの住みごこちについて 

＜定住意向＞ 

○ どの地区も本市平均と比べて、「ずっと

住み続けたい」及び「当分の間は住みた

い」と回答した割合が同程度になってい

ます。 

 

 

 

 

＜住み続けたい理由＞ 

○ 「ずっと住み続けたい」及び「当分の間

は住みたい」と回答した理由について、

どの地区も「周りの自然環境や住環境が

良いから」と回答した割合が最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜転出したい理由＞ 

○ 「いずれは転出したい」及び「すぐにで

も転出したい」と回答した理由について、

亀岡地区では、「まちに住んで愛着を持

てないから」、篠地区と大井・千代川地区

では、「通勤・通学や買い物などに不満が

あるから」と回答した割合が最も高くな

っています。 

 

  

■ 定住意向 

■ 住み続けたい理由 

■ 転出したい理由 
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

満足度 重要度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

亀岡地区

篠地区

大井・千代川地区

本市平均

生物の多様性に配慮した、豊かで恵みあるうるおいのあるまち
交通機関や道路の充実した便利なまち
NPO活動やコミュニティ活動の活発なまち
人権を尊重し大切にするまち
地域の中で互いに支え合いながら、生涯を健康にいきいきと過ごせるまち
子供の可能性を伸ばす、教育・子育て環境が充実したまち
災害に強く、犯罪の不安がない安全なまち
豊かな農地が広がる農業が盛んなまち
スタジアムを核とした商工業や観光・交流が活発なにぎわいのあるまち
来訪者の集まる観光・保養のまち
買い物や交通など生活環境の充実した快適なまち
いつでもどこでも学ぶことができ、豊かな心と身体を育むまち
文化や歴史、伝統の香りがただようまち
その他
無回答

（２）まちの住みごこちやまちづくりについての満足度と重要度 

○ まちの住みごこちやまちづくりに関するアンケートの中で、満足度と重要度が最も高

い分野は、どの地区も「まちの安全や安心に関すること」となっています。満足度と

重要度の差が最も大きい分野は、亀岡地区が「健康づくりや福祉に関すること」、篠地

区が「まちの安全や安心に関すること」、大井・千代川地区が「生活の利便性や快適さ

に関すること」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）将来はどのようなまちであってほしいか 

○ 将来はどのようなまちであってほしい

かについて、どの地区も「交通機関や道

路の充実した便利なまち」と回答した割

合が最も高くなっています。 

 

  

■ まちの住みごこちやまちづくりについての満足度と重要度 

亀岡地区 大井・千代川地区 

■ 将来はどのようなまちであってほしいか 

篠地区 
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２―３．地域のまちづくりにおける課題 

本地域のまちづくりにおける課題については、第２章本市の現況と課題で抽出したまち

づくりの主要課題を基本としながら、各地区に該当する特徴的な項目を整理します。 

 

＜亀岡地区＞ 

 ○ 人口減少・少子高齢化対策 

  人口減少、少子高齢化社会を見据え、子育て施策や福祉施策などによる生活環境の充実

を図ることが必要です。 

○ 都市拠点（中心拠点）の機能向上 

都市拠点（中心拠点）であるＪＲ亀岡駅周辺においては、本市の中心となる拠点として、

商業・業務機能や居住機能など多様な都市機能の集積と高度化の推進を図るなど、利便性

向上が必要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

駅周辺のターミナル機能のさらなる充実と交通結節点としての機能強化を図るなど、

公共交通の利便性向上が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

市街地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上が必要です。 

 ○ 観光振興の推進 

保津川下り乗船場に加え、旧城下町に多く点在する歴史・文化資源などを観光振興に活

かし、にぎわいの創出に向けた取組が必要です。 

 ○ 産業振興の推進 

亀岡駅北地区で実施されている新たな市街地整備を活かし、本市の玄関口に相応しい

新たなまちの形成を図るとともに、既存商業地の振興や活性化に向けた取組が必要です。 

 ○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

旧城下町の町家をはじめとする伝統や文化が薫る建造物などの保全や、地区の周囲を

取り巻く自然環境との調和に向け、地域住民とともに、地域特有の自然環境や景観に配慮

した取組の検討が必要です。 

 ○ 市街地における防災性の向上 

市街地における浸水被害対策やハザードマップを活用した災害発生時の対応など、ハ

ード・ソフト両面からの防災・減災対策に向けたさらなる取組が必要です。 
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＜篠地区＞ 

 ○ 人口減少・少子高齢化対策 

  人口減少、少子高齢化社会を見据え、子育て施策や福祉施策などによる生活環境の充実

を図ることが必要です。 

○ 都市拠点（地域拠点）の機能向上 

都市拠点（地域拠点）であるＪＲ馬堀駅周辺においては、地域の中心となる拠点として、

主に日常的なサービス機能の提供に向けた都市機能の集積を図るなど、利便性向上が必

要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

駅周辺のターミナル機能のさらなる充実と交通結節点としての機能強化を図るなど、

公共交通の利便性向上が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

市街地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上を図る必要があります。 

 ○ 観光振興の推進 

トロッコ列車に加え、地区内に点在する歴史・文化資源、桂川右岸で検討されている高

水敷の利活用による川の自然を感じる交流やふれあいの場などを観光振興に活かし、に

ぎわいの創出に向けた取組が必要です。 

 ○ 産業振興の推進 

京都縦貫自動車道篠ＩＣ周辺で実施されている新たな産業基盤の整備を活かし、企業

誘致の促進などにより雇用の場を新たに生み出すなど、産業の活性化を図る取組が必要

です。 

 ○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

本地区の東部や南部に広がる山なみ、北部に隣接する桂川など、地域特有の自然環境や

景観などとの調和・保全を図る取組が必要です。 

 ○ 市街地における防災性の向上 

市街地における浸水被害対策やハザードマップを活用した災害発生時の対応など、ハ

ード・ソフト両面からの防災・減災対策に向けたさらなる取組が必要です。 
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＜大井・千代川地区＞ 

 ○ 人口減少・少子高齢化対策 

  人口減少、少子高齢化社会を見据え、子育て施策や福祉施策などによる生活環境の充実

を図ることが必要です。 

○ 都市拠点（地域拠点）の機能向上 

都市拠点（地域拠点）であるＪＲ並河駅周辺や千代川駅周辺においては、地域の中心と

なる拠点として、主に日常的なサービス機能の提供に向けた都市機能の集積を図るなど、

利便性向上が必要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

駅周辺のターミナル機能のさらなる充実と交通結節点としての機能強化を図るなど、

公共交通の利便性向上が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

市街地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上を図る必要があります。 

 ○ 観光振興の推進 

地区内に点在する歴史・文化資源、新たなにぎわい拠点として川の駅・亀岡水辺公園な

どを観光振興に活かし、にぎわいの創出に向けた取組が必要です。 

 ○ 産業振興の推進 

既存工業地の振興に向けた取組のほか、大井町南部地区で実施されている新たな産業

基盤の整備などを活かし、企業誘致の促進などにより雇用の場を新たに生み出すなど、産

業の活性化を図る取組が必要です。 

○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

本地区の西部に広がる山なみや東部に隣接する桂川、平野部に広がる農地など、地域特

有の自然環境や景観などとの調和・保全を図る取組が必要です。 

 ○ 市街地における防災性の向上 

市街地における浸水被害対策やハザードマップを活用した災害発生時の対応など、ハ

ード・ソフト両面からの防災・減災対策に向けたさらなる取組が必要です。 
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２―４．地域のまちづくりの方針 

 

（１）亀岡地区のまちづくり方針 

 

＜市街地の整備方針＞ 

○ ＪＲ亀岡駅周辺では、商業・医療・介護福祉などの多様な都市機能の誘導・集積に向

けた市街地形成を図ります。 

○ 亀岡駅北地区では、府立京都スタジアムを中心にスポーツ交流拠点として、また商業・

業務などの都市機能を活かした市街地開発事業（土地区画整理事業）による市街地整

備を促進し、にぎわいの創出に向けた取組を推進します。 

○ 亀岡駅南地区においては、駅前のエントランスエリアでの中心市街地の再生を進める

とともに、旧城下町エリアでは歴史・文化の保全・活用を図り、にぎわいのある中心

市街地の形成を促進します。 

〇 国道９号の沿道サービス地区では、近隣住民の生活利便性と道路利用者の利便性の向

上に向けた土地利用を図ります。 

〇 京都縦貫自動車道亀岡ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし市街化調整

区域における地区計画制度などを活用し、良好な生産環境を有する産業拠点としての

適切な土地利用を検討します。 

○ 新たに住宅地を整備する際には、計画的な市街地整備とあわせたゆとりとうるおいの

ある良好な住宅地の供給を推進します。 

○ 市営住宅及び改良住宅については、「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画

的な改修などにより、適正な維持・管理を推進します。 

■ まちづくりのテーマ 

～新たなまちの顔と歴史・文化が織りなす 

風格とにぎわいのあるまちづくり～ 

 

■ まちづくりの目標 

〇 ＪＲ亀岡駅を中心とした都市機能の立地誘導を行うとともに、ターミナル機能の

充実などによる交通結節点としての機能強化、公共交通ネットワークの連携強化

を図ります 

〇 亀岡駅北地区における土地区画整理事業を促進し、府立京都スタジアムを中心と

した新たなまちの顔の形成などによるにぎわいの創出に向けた取組を推進します 

○ 観光拠点である保津川下り乗船場周辺の機能強化を促進し、にぎわいの創出に向

けた取組を推進します 

〇 旧城下町などの歴史的景観や都市景観の保全・活用に向けて、地域の特徴に応じた

景観形成を推進します 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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○ 市街地拡大検討地区では、農業振興との調整や周辺の自然環境との調和に配慮しなが

ら、隣接する市街地の土地利用と調和を図るため、面的整備の導入や都市施設の適切

な配置による計画的な土地利用を検討します。 

 

＜交通体系の整備方針＞ 

○ ＪＲ亀岡駅周辺では、交通体系の見直しや駅南地区におけるロータリーの改善などに

よるターミナル機能の充実を図るとともに、公共交通機関の乗継強化などにより、交

通結節点としての機能強化によるネットワークの充実を図ります。 

〇 バス交通については、民営バスと市営バスとの役割分担を図りながら、地域需要に応

じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上を図ります 

○ 国道９号については、歩道の整備や交通渋滞の緩和に向けた交差点改良の整備を促進

するとともに、関係市町と連携し４車線化による現道の強靭化やダブルルート化の実

現に向けて関係機関へ要望します。 

○ 都市核、地域コミュニティ核などを結ぶ多様な地域ネットワーク軸として（都）保津

新国道線などの整備を推進するとともに、（都）並河亀岡停車場線の整備を促進します。 

○ 中部地区と市街地ゾーンを繋ぐ主要道路として市道城山医王谷中山線や市道並河蚊

又線の整備を推進します。 

○ 亀岡駅前通りのシンボルロード整備や旧城下町の景観に配慮した道路修景整備、電線

類の地中化検討などに向け、住民との協働による道路整備を推進します。 

〇 亀岡市交通バリアフリー基本構想（亀岡地区）に基づき、歩道の段差解消などの道路

空間のバリアフリー化や、自転車の快適な走行空間の確保により、誰もが利用しやす

い安全・安心な歩行者・自転車空間のネットワークづくりを推進します。 

 

＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 世界に誇れる環境先進都市・亀岡市が世界に広がることを目的として（仮称）環境政策

情報発信・交流拠点施設の整備を推進します。 

○ 子どもたちが木に親しみ森林の大切さを学ぶ木育活動などを進めるウッドスタート宣

言の取組などを通じて、森林資源の有効活用・保全を推進します。 

○ 桂川とその支川については、川と海つながり共創プロジェクトと連携し、環境教育や

漂着ごみ調査、清掃活動事業などを通じて市民意識の啓発を図りながら水質と水辺環

境の保全を図るとともに、うるおいある水辺空間、自然味豊かなレクリエ－ション空

間として、積極的に活用を図ります。 

○ 京都・亀岡保津川公園について、グリーンインフラとして整備を進め、原風景や自然

環境を保全し、自然とふれあい、農業体験ができる公園整備を推進します。 

○ 府立京都スタジアム周辺に隣接する公園について、利用者のニーズを捉え、多様なス

ポーツ環境などを提供できる公園の整備を推進します。 

○ 自然や地域風土と共生する公園として、平和の森自然公園の整備を推進します。 

○ 南郷公園について、市民に一層親しまれる空間づくりを図るため、再整備を推進します。 
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○ 桂川では、「保津川かわまちづくり計画」に基づき、桂川右岸高水敷の活用を図るため

の環境整備を推進します。 

○ 亀岡盆地の周辺に分布する山林については、保全を基本としつつ、豊かな自然環境を

活かし、市民の交流・レクリエーションの場として多面的な活用を図ります。 

 

＜景観形成及び観光振興の整備方針＞ 

○ 「亀岡市景観計画」や「亀岡市文化財保存活用地域計画」に基づき、伝統的な造りの

町家などの面影が残る旧城下町などについて歴史的資源の保全・活用に向けて、地域

に応じた景観形成を検討します。 

○ ＪＲ亀岡駅周辺や国道９号沿道などでは「亀岡市景観計画」に基づき、都市景観とし

て周辺地域と調和したデザインによる建築物などの誘導を推進します。 

○ 「亀岡市景観計画」に基づき、良好な景観を形成するため、地域の状況に調和するよ

う屋外広告物の規制誘導を図ります。 

○ 「亀岡市観光振興ビジョン」に基づき、通過型観光から周遊・滞在型観光への移行を

促進するため、観光拠点である保津川下り乗船場周辺の拠点機能の強化や受入環境の

整備などを促進します。 

○ 三大観光及び府立京都スタジアムを中心とした周遊観光について、関係機関と連携・

協力し、仕組づくりを検討します。 

 

＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 年谷浄化センターについては、ストックマネジメントを推進し、適切かつ計画的な改

築・更新の整備による施設の長寿命化を図ります。 

○ 土地区画整理事業や民間宅地開発などと連携し、上下水道などの効率的な管渠整備を

図ります。 

○ 市街地における浸水被害を防止・軽減するため、道路や公園、その他公共施設の整備

において透水性舗装や雨水貯留施設の導入など、総合的な雨水の流出抑制に向けた取

組を推進します。 

〇 桂川の段階的な河川改修を促進するとともに、その支川においても本来有する治水・

利水機能などとの調和を図りつつ、計画的な河川改修を推進します。 

 

＜都市防災の整備方針＞ 

○ 砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業などの実施による土砂災害防止に向けた取組を促

進します。 

○ 土砂災害の危険から市民の安全を確保するため、土砂災害防止法に基づく警戒区域な

どの指定を促進するとともに、危険箇所の監視、ハザードマップによる市民への危険

の周知などの取組を推進します。 

○ 桂川について、治水機能の向上と浸水被害の防止・軽減に向け、「淀川水系桂川上流圏

域河川整備計画」に基づき、上下流バランスに配慮しながら、霞堤の段階的な嵩上げ

などの河川改修を促進します。 
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〇 桂川流域全体の治水安全度向上のため、流下能力が不足する支川の改修を図るなど、

緊急性に配慮した河川整備の促進や本川への負担を軽減するため、支川における親水

公園の整備などによる雨水の貯留・浸透措置などの流域治水対策に取り組みます。 

 

＜公共施設などの整備方針＞ 

〇 ガレリアかめおかについては、修繕計画に基づき、施設の修繕と設備の更新を推進し

ます。 

○ 文化資料館については、新資料館構想を踏まえ、文化施設のあり方・設置について検

討を進め、具体化を図ります。 

〇 新火葬場の整備にあたっては「亀岡市新火葬場整備基本計画」に基づき、周辺環境と

調和のとれた施設整備を図ります。 

○ 子どもの育ちと子育て家庭に対する切れ目のない支援を推進するため、ＢＣｏｍｅ＋

のワンストップ機能の活用や子育てコリドー（回廊）の形成を図ります。 

○ 亀岡地域包括支援センター、つつじケ丘地域包括支援センターについては、高齢者の

自立支援と要介護状態の重症化防止のため、施設の体制強化と充実を図ります。 
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■ 地域の整備方針図（亀岡地区国道９号以北） 
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■ 地域の整備方針図（亀岡地区国道９号以南） 
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（２）篠地区のまちづくり方針 

 

＜市街地及び集落地の整備方針＞ 

○ ＪＲ馬堀駅周辺の市街地では、商業・医療・介護福祉などの多様な都市機能の誘導・

集積に向けた市街地形成を図ります。 

〇 国道９号の沿道サービス地区では、近隣住民の生活利便性と道路利用者の利便性の向

上に向けた土地利用を図ります。 

○ 京都縦貫自動車道篠ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし、産業拠点の

形成に向けて市街地開発事業（土地区画整理事業）による工業系を中心とした土地利

用を検討します。。 

○ 新たに住宅地を整備する際には、計画的な市街地整備とあわせたゆとりとうるおいの

ある良好な住宅地の供給を推進します。 

○ 市営住宅及び改良住宅については、「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画

的な改修などにより、適正な維持・管理を推進します。 

○ 市街化調整区域においては、市街化調整区域における地区計画の運用指針に基づき、

地域特性を活かした土地利用を検討します。 

 

＜交通体系の整備方針＞ 

○ ＪＲ馬堀駅周辺では、公共交通機関の乗継強化などにより、交通結節点としての機能

強化を図ります。 

○ ＪＲ山陰本線について、ＪＲ馬堀駅への快速の停車や輸送本数の増加など、事業者に

利便性の向上を要請します。 

〇 バス交通については、民営バスと市営バスとの役割分担を図りながら、地域需要に応

じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上を図ります。 

 

 

■ まちづくりのテーマ 

～新たな産業基盤の形成や観光振興などによる 

 にぎわいのある安全・安心なまちづくり～ 
■ まちづくりの目標 

〇 ＪＲ馬堀駅を中心とした都市機能の立地誘導を行うとともに、交通結節点として

の機能強化、公共交通ネットワークの連携強化を図ります 

〇 篠ＩＣ周辺における新たな産業拠点の形成に向けた土地利用を検討します 

○ 観光拠点であるトロッコ亀岡駅周辺の機能強化を促進するなど、にぎわいの創出

に向けた取組を推進します 

〇 河川景観や河川環境の保全・再生を図るとともに、地域特有の風景と一体となっ

た田園環境、魅力的な里環境の保全を図ります 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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○ 国道９号については、歩道の整備や交通渋滞の緩和に向けた交差点改良の整備を促進

するとともに、関係市町と連携し４車線化による現道の強靭化やダブルルート化の実

現に向けて関係機関へ要望します。 

○ ＪＲ馬堀駅や京都縦貫自動車道篠ＩＣへのアクセス道路、市街地の骨格となる幹線道

路、面的整備と一体的な整備が必要な道路については、優先的に整備を推進します。 

 

＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 市街地周辺の平野部に広がる田園地帯では、農業振興を基本とし、地域特有の風景と

一体となった田園環境の保全を図ります。 

○ 桂川とその支川については、川と海つながり共創プロジェクトと連携し、環境教育や

漂着ごみ調査、清掃活動事業などを通じて市民意識の啓発を図りながら水質と水辺環

境の保全を図ります。 

○ 市民が自然や史跡とふれあい、交流できる憩いの場として、長尾山市民の森の整備を

推進します。 

○ 桂川とその支川については、河川改修にあわせて市民が自然や水と親しめる親水施設

や水辺環境の整備を推進します。 

○「保津川かわまちづくり計画」に基づき、桂川右岸高水敷の活用を図るための環境整備

を推進します。 

 

＜景観形成及び観光振興の整備方針＞ 

○ ＪＲ馬堀駅周辺や国道９号沿道などでは「亀岡市景観計画」に基づき、都市景観とし

て周辺地域と調和したデザインによる建築物などの誘導を推進します。 

○ 「亀岡市景観計画」に基づき、良好な景観を形成するため、地域の状況に調和するよ

う屋外広告物の規制誘導を図ります。 

○ 自然と人の暮らしの中で形成された景観が残る地区については、文化的景観を保存す

る取組を推進します。 

○ 「亀岡市観光振興ビジョン」に基づき、通過型観光から周遊・滞在型観光への移行を

促進するため、観光拠点であるトロッコ亀岡駅周辺の拠点機能の強化や受入環境の整

備などを促進します。 

○ 三大観光及び府立京都スタジアムを中心とした周遊観光について、関係機関と連携・

協力し、仕組づくりを検討します。 

 

＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 桂川の段階的な河川改修を促進するとともに、その支川においても本来有する治水・

利水機能などとの調和を図りつつ、計画的な河川改修を推進します。 

○ 土地区画整理事業や民間宅地開発などと連携し、効率的な管渠整備を図ります。 
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○ 市街地における浸水被害を防止・軽減するため、道路や公園、その他公共施設の整備

において透水性舗装や雨水貯留施設の導入など、総合的な雨水の流出抑制に向けた取

組を推進します。 

 

＜都市防災の整備方針＞ 

○ 砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業などの実施による土砂災害防止に向けた取組を促

進します。 

○ 土砂災害の危険から市民の安全を確保するため、土砂災害防止法に基づく警戒区域な

どの指定を促進するとともに、危険箇所の監視、ハザードマップによる市民への危険

の周知などの取組を推進します。 

○ 桂川について、治水機能の向上と浸水被害の防止・軽減に向け、「淀川水系桂川上流圏

域河川整備計画」に基づき、上下流バランスに配慮しながら、霞堤の段階的な嵩上げ

などの河川改修を促進します。 

〇 桂川流域全体の治水安全度向上のため、流下能力が不足する支川の改修を図るなど、

緊急性に配慮した河川整備の促進や本川への負担を軽減するため、支川における親水

公園の整備などによる雨水の貯留・浸透措置などの流域治水対策に取り組みます。 

 

＜公共施設などの整備方針＞ 

○ 市立病院については、地域医療の拠点として適正な維持管理を推進します。 

○ つつじケ丘地域包括支援センター、篠地域包括支援センターについては、高齢者の自

立支援と要介護状態の重症化防止のため、施設の体制強化と充実を図ります。 
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■ 地域の整備方針図（篠地区） 
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第５章 地域別構想 

（３）大井・千代川地区のまちづくり方針 

 

＜市街地及び集落地の整備方針＞ 

○ ＪＲ並河駅及び千代川駅周辺の市街地では、商業・医療・介護福祉などの多様な都市

機能の誘導・集積に向けた市街地形成を図ります。 

〇 国道９号の沿道サービス地区では、近隣住民の生活利便性と道路利用者の利便性の向

上に向けた土地利用を図ります。 

○ 京都縦貫自動車道大井ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし、産業拠点

の形成に向けて市街地開発事業（土地区画整理事業）などによる工業系を中心とした

土地利用を検討します。 

○ 京都縦貫自動車道千代川ＩＣ周辺では、地域特性を活かした土地利用を検討します。 

○ 大井町南部地区や高野林・小林地区では、市街地開発事業（土地区画整理事業）によ

る地域の特性や立地を活かした計画的な市街地整備を促進します。 

○ 新たに住宅地を整備する際には、計画的な市街地整備とあわせたゆとりとうるおいの

ある良好な住宅地の供給を推進します。 

○ 市街地拡大検討地区では、農業振興との調整や周辺の自然環境との調和に配慮しなが

ら、隣接する市街地の土地利用と調和を図り、面的整備の導入や都市施設の適切な配

置による計画的な土地利用を検討します。 

 

＜交通体系の整備方針＞ 

○ ＪＲ並河駅及び千代川周辺では、公共交通機関の乗継強化などにより、交通結節点と

しての機能強化を図ります。 

○ ＪＲ千代川駅については、東西自由通路の整備による利便性の向上と駅舎のバリアフ

リー化を推進します。 

 

■ まちづくりのテーマ 

～産業基盤の充実や新たな市街地整備による 

にぎわいのあるまちづくり～ 

 

■ まちづくりの目標 

〇 ＪＲ並河駅・千代川駅を中心とした都市機能の立地誘導を行うとともに、交通結

節点としての機能強化、公共交通ネットワークの連携強化を図ります 

〇 大井ＩＣ周辺における新たな産業拠点の形成に向けた土地利用を検討します 

○ 既存産業の振興を推進し、活力あるまちづくりを進めます 

〇 河川景観や河川環境の保全・再生を図るとともに、地域特有の風景と一体となっ

た田園環境、魅力的な里環境の保全を図ります 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として運行するふるさとバスについて、民

営バスとの乗継拠点の充実や、移動手段としてのそれぞれの役割分担を図りながら、

地域需要に応じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上

を図ります。 

○ 国道９号については、関係市町と連携し４車線化による現道の強靭化やダブルルート

化の実現に向けて関係機関へ要望します。 

○ 都市核、地域コミュニティ核などを結ぶ多様な地域ネットワーク軸として（主）宮前

千歳線や（都）並河亀岡停車場線の整備を促進します。 

 

＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 市街地周辺の平野部に広がる田園地帯では、農業振興を基本とし、地域特有の風景と

一体となった田園環境の保全を図ります。 

○ 桂川とその支川については、川と海つながり共創プロジェクトと連携し、環境教育や

漂着ごみ調査、清掃活動事業などを通じて市民意識の啓発を図りながら水質と水辺環

境の保全を図ります。 

○ 桂川とその支川については、河川改修にあわせて市民が自然や水と親しめる親水施設

や水辺環境の整備を推進します。 

○ 川の駅・亀岡水辺公園について、桂川を活用した桂川舟運の歴史・文化の学習の場、

スポーツ及びアクティビティの体験の場、地域住民や来訪者の交流の場などとして、

観光振興及び地域活性化に向けた活用を図ります。 

 

＜景観形成及び観光振興の整備方針＞ 

○ ＪＲ並河駅や千代川駅周辺、国道９号沿道などでは「亀岡市景観計画」に基づき、都

市景観として周辺地域と調和したデザインによる建築物などの誘導を推進します。 

○ 「亀岡市景観計画」に基づき、良好な景観を形成するため、地域の状況に調和するよ

う屋外広告物の規制誘導を図ります。 

 

＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 桂川の段階的な河川改修を促進するとともに、その支川においても本来有する治水・

利水機能などとの調和を図りつつ、計画的な河川改修を推進します。 

○ 土地区画整理事業や民間宅地開発などと連携し、効率的な管渠整備を図ります。 

○ 市街地における浸水被害を防止・軽減するため、道路や公園、その他公共施設の整備

において透水性舗装や雨水貯留施設の導入など、総合的な雨水の流出抑制に向けた取

組を推進します。 
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＜都市防災の整備方針＞ 

○ 砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業などの実施による土砂災害防止に向けた取組を促

進します。 

○ 土砂災害の危険から市民の安全を確保するため、土砂災害防止法に基づく警戒区域な

どの指定を促進するとともに、危険箇所の監視、ハザードマップによる市民への危険

の周知などの取組を推進します。 

○ 桂川について、治水機能の向上と浸水被害の防止・軽減に向け、「淀川水系桂川上流圏

域河川整備計画」に基づき、上下流バランスに配慮しながら河川改修を促進します。 

〇 桂川流域全体の治水安全度向上のため、流下能力が不足する支川の改修を図るなど、

緊急性に配慮した河川整備の促進や本川への負担を軽減するため、支川における親水

公園の整備などによる雨水の貯留・浸透措置などの流域治水対策に取り組みます。 

 

＜公共施設などの整備方針＞ 

○ 亀岡市立幼稚園の幼児教育の充実を図るとともに、幼児教育総合センターの機能強化

を推進します。 

○ 中部地域包括支援センターについては、高齢者の自立支援と要介護状態の重症化防止

のため、施設の体制強化と充実を図ります。 
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第５章 地域別構想 

■ 地域の整備方針図（大井・千代川地区） 
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３．川東ゾーン 

 

３―１．地域の現況と特性 

 

（１）位置・地勢 

○ 本地域は川東地区で構成しています。 

〇 地域の南側及び西側には桂川が貫流し、地域

の中央部では、亀岡盆地を形づくる広大な田

園地帯が広がり、その中に集落地が点在して

います。その周囲は山林となっています。 

 

（２）人口 

○ 本地域の人口は、減少傾向にあります。 

○ 本地域の世帯数は、横ばい傾向にあります。 

〇 平成２７（２０１５）年の年齢３区分別人口

では、本市平均と比較して、１５歳未満及び

１５～６４歳の人口割合が低く、また６５歳

以上の人口割合が高くなっています。 

○ 平成１７（２００５）年及び平成２２（２０１０）

年の年齢３区分別人口と比較すると、少子高

齢化の進行が顕著となっています。 

  

■ 位置図 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 

（平成２７年） 

■ 地区別人口の推移 

■ 地区別世帯数の推移 

■ 年齢３区分別人口 
出典：国勢調査 

（平成２２年） 

（人） 

（世帯） 

（平成１７年） 
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（３）産業 

  〇 農業について、本地域の一部の稲作を中心とした農地では国営農地再編整備事業が実

施され、経営規模の拡大や農作業の効率化が図られています。また、地域ブランドと

して確立された京野菜の栽培と亀岡牛などの畜産も盛んです。 

（４）観光・景観 

〇 観光については、本地域に出雲大神宮、愛宕神社、丹波国分寺跡などの社寺が多数点

在しています。また、地域内の名所を巡る丹波七福神めぐりが観光モデルコースとな

っています。 

○ 景観については、本地域の東部に広がる山なみ、平野部に広がる農地、数多くの文化

財や集落地などが、京都府景観資産にまほろば・亀岡かわひがし～古代丹波の原風景

～として登録されており、重要な景観要素となっています。 

（５）土地利用 

○ 本地域では、西部に農地、東部に山林が広がるなど、豊かな自然環境を有しています。 

  また、地域内には集落地が点在しており、多くの集落地では、コミュニティの維持・

活性化に向け、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指定区域

に指定されています。 

（６）公共交通 

○ 本地域では、集落地とＪＲ亀岡駅及び千代川駅を結ぶふるさとバスを運行しています。 

（７）都市施設 

○ 道路については、（市）池尻宇津根線や（一）郷ノ口余部線などの整備が進められてい

ます。 

○ 公園・緑地などについては、大規模公園として、七谷川緑地（さくら公園）、大堰川緑

地（大堰川緑地東公園）、平の沢公園を都市計画決定しており、さくら公園と大堰川緑

地東公園は整備済となっています。また、街区公園は３箇所が整備済となっています。 

○ 水道については、集落地が給水区域となっています。 

○ 下水道については、保津町の集落地が特定環境保全公共下水道区域となっており、そ

の他の集落地が農業集落排水事業整備区域となっています。  

○ 河川については、桂川（保津工区）や七谷川で河川改修事業が進められています。 

（８）防災 

○ 近年大型化する台風や局地的な豪雨による土砂災害及び河川の氾濫が発生しており、

桂川の河川改修などの流下能力拡大、上流の日吉ダムの整備による洪水調節機能向上

が図られているほか、集落地における浸水被害対策、山間部における土砂災害対策、

防災ハザードマップを活用した災害発生時の行動など、多方面から防災・減災対策が

図られています。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

川東地区

本市平均

ずっと住み続けたい 当分の間は住みたい

いずれは転出したい すぐにでも転出したい

特に考えていない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

川東地区

本市平均

周りの自然環境や住環境が良いから

通勤・通学や買い物などが便利だから

医療や福祉、公共サービスなどの条件が整っているから

住宅の都合（住宅を購入した、家賃が手ごろ）

子供の教育が充実しているから

仕事の関係で（仕事の都合で移れない）

近所づきあいに満足しているから

親・子や親類・知人が近くに住んでいるから

治安（防犯など）や災害への不安が小さいから

まちに住んで愛着を感じているから

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

川東地区

本市平均

周りの自然環境や住環境に不満があるから

通勤・通学や買い物などに不満があるから

医療や福祉、公共サービスなどの条件が不十分だから

住宅の都合（市街に住宅を購入する、家賃が高い）

子供の教育に不満があるから

仕事の関係で（仕事の都合で移らないといけない）

近所づきあいに不満があるから

親・子や親類・知人の近くに住みたいから

治安（防犯など）や災害への不安があるから

まちに住んで愛着を持てないから

その他

３―２．地域住民の意向 

 

（１）まちの住みごこちについて 

＜定住意向＞ 

○ 本市平均と比べて、「ずっと住み続けた

い」及び「当分の間は住みたい」と回答

した割合が高くなっています。 

 

＜住み続けたい理由＞ 

○ 「ずっと住み続けたい」及び「当分の間

は住みたい」と回答した理由について、

「周りの自然環境や住環境が良いから」

と回答した割合が最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

＜転出したい理由＞ 

○ 「いずれは転出したい」及び「すぐにで

も転出したい」と回答した理由について、

「通勤・通学や買い物などに不満がある

から」と回答した割合が最も高くなって

います。 

 

  

■ 定住意向 

■ 住み続けたい理由 

■ 転出したい理由 
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

満足度 重要度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

川東地区

本市平均

生物の多様性に配慮した、豊かで恵みあるうるおいのあるまち

交通機関や道路の充実した便利なまち
NPO活動やコミュニティ活動の活発なまち

人権を尊重し大切にするまち
地域の中で互いに支え合いながら、生涯を健康にいきいきと過ごせるまち
子供の可能性を伸ばす、教育・子育て環境が充実したまち

災害に強く、犯罪の不安がない安全なまち
豊かな農地が広がる農業が盛んなまち

スタジアムを核とした商工業や観光・交流が活発なにぎわいのあるまち
来訪者の集まる観光・保養のまち

買い物や交通など生活環境の充実した快適なまち

いつでもどこでも学ぶことができ、豊かな心と身体を育むまち
文化や歴史、伝統の香りがただようまち

その他

（２）まちの住みごこちやまちづくりについ

ての満足度と重要度 

○ まちの住みごこちやまちづくりに関す

るアンケートの中で、満足度と重要度が

最も高い分野は、「まちの安全や安心に

関すること」となっています。満足度と

重要度の差が最も大きな分野は、「健康

づくりや福祉に関すること」となってい

ます。 

 

 

 

（３）将来はどのようなまちであってほしいか 

○ 将来はどのようなまちであってほしい

かについて、「交通機関や道路の充実し

た便利なまち」と回答した割合が最も高

くなっています。 

 

  

■ 将来はどのようなまちであってほしいか 

■ まちの住みごこちやまちづくりに 

ついての満足度と重要度 
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３―３．地域のまちづくりにおける課題 

 

本地域のまちづくりにおける課題については、第２章本市の現況と課題で抽出したまち

づくりの主要課題を基本としながら、当地区に該当する特徴的な項目を整理します。 

＜川東地区＞ 

○ 地域コミュニティ核における地域活力の維持・向上 

地区内に点在する集落地においては、それぞれの特性を活かした魅力的な地域づくり

の場として、生活利便性の向上を図るとともに、地域活力の維持・向上に向けた地域住民

への取組の支援が必要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

地区内を運行する民営バスやふるさとバスについては、地域需要に応じて市民がより

使いやすい運行形態を検討するとともに、市内の各拠点や周辺都市との連携強化を図る

など、公共交通の利便性向上が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

集落地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上を図る必要があります。 

 ○ 観光振興の推進 

地区内に多数点在する歴史・文化資源、地区内の名所を巡る丹波七福神めぐりなどを観

光振興に活かし、にぎわいの創出に向けた取組が必要です。 

 ○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

今後も周囲を取り巻く山なみなど地域特有の自然環境や景観などとの調和・保全を図

る取組が必要です。 

 ○ 治水対策と水辺空間の活用 

本市を代表する河川である桂川（保津工区）やその支川である七谷川の河川改修を促進

し、防災性の面から治水対策による安全性の向上を図るとともに、その水辺空間の活用が

必要です。  
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３―４．地域のまちづくりの方針 

（１）川東地区のまちづくり方針 

＜集落地の整備方針＞ 

○ 集落地では、農業施策と連携しながら、市街化調整区域における地区計画制度や既存

集落まちづくり区域指定制度などを活用し、地域活力の維持向上に向けた地域住民の

取組を支援します。 

＜交通体系の整備方針＞ 

○ 地域主体型交通の導入を促進するなど、地域住民との連携・協働などによる需要と運

行のバランスが取れた持続可能かつ交通弱者にも配慮した交通体系の構築を図ります。 

○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として運行するふるさとバスについて、民

営バスとの乗継拠点の充実や、移動手段としてのそれぞれの役割分担を図りながら、

地域需要に応じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上

を図ります。 

○ 近隣都市と市内の都市核及び地域コミュニティ核などを結ぶ多様な地域ネットワー

ク軸として、（市）池尻宇津根線などの道路を整備します。 

○ 集落間を結ぶ主要道路や生活に密着した狭小道路の改良整備を推進するとともに、準

市道及び認定外道路の整備を支援します。 

＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 山林のあいまに分布する農地と集落地及びその周辺では、魅力的な里環境の保全を図

ります。 

 

■ まちづくりのテーマ 

～美しい農村の原風景と歴史的風土を活かし 

地域の活力を育むうるおいと魅力のあるまちづくり～ 

 

■ まちづくりの目標 

〇 農業施策との連携に配慮した集落地における地域活力の維持・向上に向けた取組

を支援します 

〇 農業基盤の整備促進などによる土地利用の整序化を図り、良好な農業環境の保全

と充実を推進します 

〇 河川景観や河川環境の保全・再生を図るとともに、地域特有の風景と一体となっ

た田園環境、魅力的な里環境の保全を図ります 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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○ 市街地周辺の平野部に広がる田園地帯では、農業振興を基本とし、地域特有の風景と

一体となった田園環境の保全を図ります。 

○ 桂川とその支川については、川と海つながり共創プロジェクトと連携し、環境教育や

漂着ごみ調査、清掃活動事業などを通じて市民意識の啓発を図りながら水質と水辺環

境の保全を図ります。 

○ 周辺の雄大な自然環境を活かした公園・緑地として、河川改修と連携した大堰川緑地、

七谷川緑地及び和らぎの道の整備を図るとともに、平の沢公園の未整備区域について

は、整備構想の策定を検討します。 

○ 自然や地域風土と共生する公園として、「史跡丹波国分寺跡整備基本計画」による公園

整備を推進します。 

○ 桂川では、「保津川かわまちづくり計画」に基づき、保津川水辺公園を利用したにぎわ

いのさらなる創出を図ります。 

＜景観形成及び観光振興の整備方針＞ 

○ 京都府景観資産（まほろば・亀岡かわひがし～古代丹波の原風景～）をまちづくりに

活かした取組を促進します。 

○ 自然と人の暮らしの中で形成された景観が残る地区については、文化的景観を保存す

る取組を推進します。 

○ 関係機関との連携により、歴史・観光資源と交通拠点をレンタサイクルなどで結ぶ取

組を推進します。 

○ 観光資源や、丹波七福神めぐりなどの観光モデルコース、京都丹波サイクルルートな

どを活用し、周遊型観光による観光振興を図ります。 

 ＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 桂川の段階的な河川改修を促進するとともに、その支川においても本来有する治水・

利水機能などとの調和を図りつつ、計画的な河川改修を推進します。 

○ 保津地区の集落地については、特定環境保全公共下水道事業、その他の集落地につい

ては、農業集落排水事業による適正な維持・管理を図ります。 

 ＜都市防災の整備方針＞ 

○ 広大な山林について、水源の涵養機能や土砂災害防止機能を保持するため、森林経営

管理制度の活用などによる山林の維持保全を図ります。 

○ 桂川について、治水機能の向上と浸水被害の防止・軽減に向け、「淀川水系桂川上流圏

域河川整備計画」に基づき、上下流バランスに配慮しながら、霞堤の段階的な嵩上げ

などの河川改修を促進します。 

 ＜公共施設などの整備方針＞ 

○ 保津保育所については、保育環境の向上及び保育ニーズへ対応するため、施設移転に

よる保育環境整備を推進します。また施設の跡地については、民間への売却などによ

り効果的な活用方法を検討します。 
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○ 川東地域包括支援センターについては、高齢者の自立支援と要介護状態の重症化防止

のため、施設の体制強化と充実を図ります。 

○ 月読橋周辺の川とふれあうエリアについては、スポーツ施設の利便性向上をはじめ、

川の駅・亀岡水辺公園を中心としたレクリエーション機能の充実を検討します。 

○ 地域拠点における中核的なコミュニティ施設として各町自治会館の機能の充実・強化

を推進します。 
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第５章 地域別構想 

■ 地域の整備方針図（川東地区） 
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４．中部・西南部ゾーン 

 

４―１．地域の現況と特性 

 

（１）位置・地勢 

○ 本地域は、中部地区、西部地区、南部地区で

構成しています。 

○ 中部地区は、亀岡盆地の平野が広がり、その

中に集落地が点在しています。西部地区と南

部地区は、山林が広がり、その山林に囲まれ

た集落地も点在しています。 

（２）人口 

○ 人口及び世帯数は、３地区ともに減少傾向と

なっています。 

〇 平成２７（２０１５）年の年齢３区分別人口

では、本市平均と比較して、３地区ともに１５

歳未満及び１５～６４歳の人口割合が低く、

６５歳以上の人口割合が高くなっています。 

○ 平成１７（２００５）年及び平成２２

（２０１０）年の年齢３区分別人口と比較

すると、少子高齢化の進行が顕著となってい

ます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 位置図 

出典：国勢調査 

■ 地区別人口の推移 

出典：国勢調査 

■ 地区別世帯数の推移 

（平成１７年） （平成２２年） （平成２７年） 

（人） 

（世帯） 

■ 年齢３区分別人口 

出典：国勢調査 
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（３）産業 

○ 農業については、本地域の一部の農地において、農業基盤の集約化を図るため、国営

亀岡農地再編整備事業が実施されています。 

○ 林業については、経営管理が行われていない森林について、森林経営管理制度により

林業経営の効率化と森林管理の適正化に向けた取組が進められています。 

 

（４）観光・景観 

〇 観光については、本地域に本市の三大観光の１つである湯の花温泉が立地し、石田梅

岩生誕地や明智戻り岩、ききょうの里といった観光資源や歴史資源なども多数点在し

ています。 

〇 景観については、湯の花温泉とその周辺地域を、原風景に溶け込む温泉郷としての景

観が形成され、西部地区や南部地区では、豊かな自然環境を有する本市の特徴的な景

観が形成されています。 

 

（５）土地利用 

○ 中部地区は都市計画区域になっており、そのうち平野部の一部が市街化区域に指定さ

れ、大学施設も立地しています。その周辺部には農地が広がっており薭田野町や曽我

部町では大規模な圃場整備事業が実施されています。また、薭田野町や吉川町の集落

地では、コミュニティの維持に向け、市街化調整区域における既存集落まちづくり区

域指定制度の指定区域に指定されています。 

○ 西部地区と南部地区は、全域が都市計画区域外となっており、山林が大部分を占め、

道路沿道に集落地が点在し、その周辺に農地が広がっています。 

 

（６）公共交通 

○ 本地域では、亀岡運動公園と京都先端科学大学に民営バスとふるさとバスのバスター

ミナルがあり、ＪＲ亀岡駅や馬堀駅などの市街地までを結ぶ民営バスや、西部地区や

南部地区の集落地までを結ぶふるさとバスが運行しています。 

 

（７）都市施設 

○ 道路については、国道４２３号（法貴バイパス）、（主）宮前千歳線などの整備が進め

られています。 

○ 公園・緑地については、大規模公園として、亀岡運動公園（運動公園）を都市計画決

定しており、一部が未整備となっています。街区公園は２箇所が整備済となっています。 

○ 水道については、集落地が給水区域となっていますが、南部地区には、水道未普及地

域が存在します。 
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○ 下水道については、中部地区が公共下水道の計画処理区域となっており、西部地区及

び南部地区では集落地の一部が農業集落排水事業整備区域、南部地区の小泉地区は小

規模集合排水処理区域となっています。 

○ 河川については、山内川や法貴谷川、東掛川などが流れ、法貴谷川を中心に整備が進

められています。 

 

（８）防災 

○ 本地域は山林が多く占めていることから、近年大型化する台風や局地的な豪雨による

土砂災害が発生しており、山間部における土砂災害対策、防災ハザードマップを活用

した災害発生時の行動など、多方面から防災・減災対策が図られています。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

中部地区

西部地区

南部地区

本市平均

ずっと住み続けたい 当分の間は住みたい

いずれは転出したい すぐにでも転出したい

特に考えていない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中部地区

西部地区

南部地区

本市平均

周りの自然環境や住環境が良いから

通勤・通学や買い物などが便利だから
医療や福祉、公共サービスなどの条件が整っているから

住宅の都合（住宅を購入した、家賃が手ごろ）

子供の教育が充実しているから
仕事の関係で（仕事の都合で移れない）

近所づきあいに満足しているから

親・子や親類・知人が近くに住んでいるから
治安（防犯など）や災害への不安が小さいから

まちに住んで愛着を感じているから

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中部地区

西部地区

南部地区

本市平均

周りの自然環境や住環境に不満があるから

通勤・通学や買い物などに不満があるから

医療や福祉、公共サービスなどの条件が不十分だから

住宅の都合（市街に住宅を購入する、家賃が高い）

子供の教育に不満があるから

仕事の関係で（仕事の都合で移らないといけない）

近所づきあいに不満があるから

親・子や親類・知人の近くに住みたいから

治安（防犯など）や災害への不安があるから

まちに住んで愛着を持てないから

その他

４―２．地域住民の意向 

 

（１） まち住みごこちについて 

＜定住意向＞ 

○ 中部地区では本市平均と比べて、「ずっ

と住み続けたい」及び「当分の間は住み

たい」と回答した割合が高くなっています。 

 

 

 

 

＜住み続けたい理由＞ 

○ 「ずっと住み続けたい」及び「当分の間

は住みたい」と回答した理由について、

どの地区も「周りの自然環境や住環境が

良いから」と回答した割合が最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜転出したい理由＞ 

○ 「いずれは転出したい」及び「すぐにで

も転出したい」と回答した理由について、

中部地区と西部地区では「通勤・通学や

買い物などに不満があるから」、南部地

区では「周りの自然環境や住環境に不満

があるから」及び「医療や福祉、公共サ

ービスなどの条件が不十分だから」と回

答した割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

  

■ 定住意向 

■ 住み続けたい理由 

■ 転出したい理由 
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

人権やコミュニティに関すること

まちの安全や安心に関すること

健康づくりや福祉に関すること

学習・教育・文化に関すること

地球環境や資源・景観に関すること

産業やにぎわいづくりに関すること

生活の利便性や快適さに関すること

行財政に関すること

満足度 重要度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中部地区

西部地区

南部地区

本市平均

生物の多様性に配慮した、豊かで恵みあるうるおいのあるまち

交通機関や道路の充実した便利なまち

NPO活動やコミュニティ活動の活発なまち

人権を尊重し大切にするまち

地域の中で互いに支え合いながら、生涯を健康にいきいきと過ごせるまち

子供の可能性を伸ばす、教育・子育て環境が充実したまち

災害に強く、犯罪の不安がない安全なまち

豊かな農地が広がる農業が盛んなまち

スタジアムを核とした商工業や観光・交流が活発なにぎわいのあるまち

来訪者の集まる観光・保養のまち

買い物や交通など生活環境の充実した快適なまち

いつでもどこでも学ぶことができ、豊かな心と身体を育むまち

文化や歴史、伝統の香りがただようまち

その他

（２）まちの住みごこちやまちづくりについての満足度と重要度 

○ まちの住みごこちやまちづくりに関するアンケートの中で、満足度と重要度が最も高

い分野は、満足度が中部地区で「まちの安全や安心に関すること」、西部地区と南部地

区で「地球環境や資源・景観に関すること」となっています。重要度が中部地区で「ま

ちの安全や安心に関すること」、西部地区で「生活の利便性や快適さに関すること」、

南部地区で「健康づくりや福祉に関すること」となっています。満足度と重要度との

差が最も大きな分野は、どの地区も、「生活の利便性や快適さに関すること」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）将来はどのようなまちであってほしいか 

○ 将来はどのようなまちであってほしい

かについて、中部地区と南部地区では

「交通機関や道路の充実した便利なま

ち」と回答した割合が最も高く、西部地

区では「買い物や交通など生活環境の充

実した快適なまち」と回答した割合が最

も高くなっています。 

 

  

■ 将来はどのようなまちであってほしいか 

中部地区 南部地区 西部地区 

■ まちの住みごこちやまちづくりについての満足度と重要度 
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４―３．地域のまちづくりにおける課題 

 

本地域のまちづくりにおける課題については、第２章本市の現況と課題で抽出したまち

づくりの主要課題を基本としながら、各地区に該当する特徴的な項目を整理します。 

 

＜中部地区＞ 

○ 地域コミュニティ核における地域活力の維持・向上 

地区内に点在する集落地においては、それぞれの特性を活かした魅力的な地域づくり

の場として、生活利便性の向上を図るとともに、地域活力の維持・向上に向けた地域住民

への取組の支援が必要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

地区内を運行する民営バスやふるさとバスについて、亀岡運動公園や京都先端科学大

学のバスターミナルを拠点として、乗継の強化を図り、市街地と集落地を結ぶ公共交通の

利便性の維持・向上などの取組が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

集落地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上が必要です。 

 ○ 観光振興の推進 

湯の花温泉や地区内に多数点在する歴史資源などを観光振興に活かし、観光地の整備

や観光機能の向上、滞在型観光への転換などによるにぎわいの創出に向けた取組が必要

です。 

 ○ 産業振興の推進 

亀岡ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし、企業誘致の促進による雇用の

場を新たに生み出すなど市街化調整区域における地区計画制度などを活用し、良好な生

産環境を有する産業拠点としての土地利用の検討が必要です。 

 ○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

周辺地域における原風景に溶け込む湯の花温泉郷としての景観や本地区の周囲を取り

巻く山なみ、亀岡盆地に広がる平野など、地域特有の自然環境や景観などとの調和・保全

に配慮した取組が必要です。 

 ○ 集落地における防災性の向上 

集落地における浸水被害対策やハザードマップを活用した災害発生時の対応など、ハ

ード・ソフト両面からの防災・減災対策に向けたさらなる取組が必要です。 
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＜西部地区＞ 

○ 計画的な土地利用の検討 

バブル期の無秩序な開発により都市基盤が未整備のままの地域が現在もなお残されて

いる本地区では、都市基盤の整備を推進するとともに、計画的な土地利用の検討及び保全

が必要です。 

○ 地域コミュニティ核における地域活力の維持・向上 

地区内に点在する集落地においては、それぞれの特性を活かした魅力的な地域づくり

の場として、生活利便性の向上を図るとともに、地域活力の維持向上に向けた地域住民へ

の取組の支援が必要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

地区内を運行するふるさとバスについては、地域需要に応じて市民がより使いやすい

運行形態を検討するとともに、市内の各拠点や周辺都市との連携強化を図るなど、公共交

通の利便性向上が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

集落地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上が必要です。 

 ○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

本地区の周囲を取り巻く山なみなど、地域特有の自然環境や景観などとの調和・保全を

図る取組が必要です。 

○ 浄化槽設置の推進 

小規模下水道の事業区域外の区域では、適切な汚水処理による住環境向上を図るため、

浄化槽の設置を促進する必要があります。 

 ○ 山林の砂防・治山対策と自然環境の保全・活用 

本地区の周囲を取り巻く山林については、防災性の面から砂防・治山対策を進めていく

とともに、その自然環境の保全・活用が必要です。 
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＜南部地区＞ 

○ 計画的な土地利用の検討 

バブル期の無秩序な開発により都市基盤が未整備のままの地域が現在もなお残されて

いる本地区では、都市基盤の整備を推進するとともに、計画的な土地利用の検討及び保全

が必要です。 

○ 地域コミュニティ核における地域活力の維持・向上 

地区内に点在する集落地においては、それぞれの特性を活かした魅力的な地域づくり

の場として、生活利便性の向上を図るとともに、地域活力の維持向上に向けた地域住民へ

の取組の支援が必要です。 

 ○ 公共交通の利便性向上 

地区内を運行するふるさとバスについては、地域需要に応じて市民がより使いやすい

運行形態を検討するとともに、市内の各拠点や周辺都市との連携強化を図るなど、公共交

通の利便性向上が必要です。 

○ 都市基盤施設の整備 

集落地では、地区内や周辺地域を結ぶ道路の整備など、都市基盤施設の整備による生活

環境の向上が必要です。 

 ○ 地域特有の自然環境や景観との調和・保全 

本地区の周囲を取り巻く山なみなど、地域特有の自然環境や景観などとの調和・保全を

図る取組が必要です。 

○ 水道未普及地域の飲用水の確保 

水道未普及地域については、水道施設の整備に要する費用の支援により、飲料水の安定

的な供給確保が必要です。 

○ 浄化槽設置の推進 

小規模下水道の事業区域外の区域では、適切な汚水処理による住環境向上を図るため、

浄化槽の設置を促進する必要があります。 

 ○ 山林の砂防・治山対策と自然環境の保全・活用 

本地区の周囲を取り巻く山林については、防災性の面から砂防・治山対策を進めていく

とともに、その自然環境の保全・活用が必要です。 
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４―４．地域のまちづくりの方針 

（１）中部地区のまちづくり方針 

＜市街地及び集落地の整備方針＞ 

  ○ 京都縦貫自動車道亀岡ＩＣ周辺では、交通利便性の高い立地条件を活かし市街化調整

区域における地区計画制度などを活用し、良好な生産環境を有する産業拠点としての

適切な土地利用を検討します。 

○ 新たに住宅地を整備する際には、計画的な市街地整備とあわせたゆとりとうるおいの

ある良好な住宅地の供給を推進します。 

○ 集落地では、農業施策と連携しながら、市街化調整区域における地区計画制度や既存

集落まちづくり区域指定制度などを活用し、地域活力の維持・向上に向けた地域住民

の取組を支援します。 

 

＜交通体系の整備方針＞ 

 ○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として運行するふるさとバスについて、民

営バスとの乗継拠点の充実や、移動手段としてのそれぞれの役割分担を図りながら、

地域需要に応じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上

を図ります。 

○ 阪神地域とのネットワーク強化に向け、国道３７２号・国道４７７号の整備を促進し

ます。 

○ 沿線自治体や経済界と連携し、阪神地域と南丹地域のネットワーク強化及び防災性の

向上に向けて京都中部阪神連絡道路である国道４２３号の整備を促進します。 

○ 集落間を結ぶ主要道路や生活に密着した狭小道路の改良整備を推進するとともに、準

市道及び認定外道路の整備を支援します。 

■ まちづくりのテーマ 

～観光・文化・教育などの多様な交流拠点を活かした 

にぎわいのあるまちづくり～ 

 

■ まちづくりの目標 

〇 地域需要に応じた公共交通の見直しによる利便性向上を図ります 

○ 亀岡ＩＣ周辺における交通利便性の高い立地条件を活かし、産業拠点の形成に向

けた土地利用を検討します 

〇 スポーツ・レクリエーション拠点である亀岡運動公園の利便性向上に向けた整備

の推進や観光拠点である湯の花温泉周辺の環境整備など、にぎわいの創出に向け

た取組を推進します 

〇 亀岡盆地を取り囲む山林の保全を図るとともに、農業施策との連携に配慮した自

然環境の保全を図ります 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 山林のあいまに分布する農地と集落地及びその周辺では、魅力的な里環境の保全を図

ります。 

○ 市街地周辺の平野部に広がる田園地帯では、農業振興を基本とし、地域特有の風景と

一体となった田園環境の保全を図ります。 

○ 桂川とその支川については、川と海つながり共創プロジェクトと連携し、環境教育や

漂着ごみ調査、清掃活動事業などを通じて市民意識の啓発を図りながら水質と水辺環

境の保全を図るとともに、うるおいある水辺空間、自然味豊かなレクリエ－ション空

間として、積極的に活用を図ります。 

○ 亀岡運動公園について、スポーツ・レクリエーション拠点としての施設長寿命化や利

便性向上に向けた整備を推進します。 

 

＜景観形成及び観光振興の整備方針＞ 

○ 湯の花温泉とその周辺地区については、観光地としてふさわしい道路整備や親水性に

配慮した水辺空間の整備を図るとともに、温泉郷の情緒を醸し出す、自然や緑と共生

した景観の形成を図ります。 

○ 三大観光及び府立京都スタジアムを中心とした周遊観光について、関係機関と連携・

協力し、仕組づくりを検討します。 

○ 関係機関との連携により、歴史観光資源と交通拠点を結ぶ仕組づくりを推進します。 

○ 湯の花温泉地区では、観光資源の有効利用上必要な施設について適切に立地誘導する

とともに、にぎわいを創出するための機能向上を図ります。 

 

＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 地区内の支川について、本来有する自然環境や利水機能などとの調和を図りつつ、計

画的な河川改修を推進します。 

 

＜都市防災の整備方針＞ 

○ 広大な山林について、水源の涵養機能や土砂災害防止機能を保持するため、森林経営

管理制度の活用などによる山林の維持保全を図ります。 

 

＜公共施設などの整備方針＞ 

○ 中部地域包括支援センター、南部地域包括支援センターについては、高齢者の自立支

援と要介護状態の重症化防止のため、施設の体制強化と充実を図ります。 

○ 地域拠点における中核的なコミュニティ施設として各町自治会館の機能の充実・強化

を推進します。 
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■ 地域の整備方針図（中部地区） 
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（２）西部地区のまちづくり方針 

 

＜市街地及び集落地の整備方針＞ 

○ 地域住民との意見交換を十分に行いながら、都市計画法に基づく規制などによる計画

的な土地利用に向けた誘導施策を検討します。  

○ 集落地では、農業施策と連携しながら、地域活力の維持・再生に向けた地域住民の取

組を支援します。 

○ 道路などの生活基盤施設の整備を推進し、集落地での生活環境の向上を図ります。 

 

＜交通体系の整備方針＞ 

○ 地域主体型交通の導入を促進するなど、地域住民との連携・協働などによる需要と運

行のバランスが取れた持続可能かつ交通弱者にも配慮した交通体系の構築を図ります。 

○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として運行するふるさとバスについて、民

営バスとの乗継拠点の充実や、移動手段としてのそれぞれの役割分担を図りながら、

地域需要に応じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上

を図ります。 

○ 阪神地域とのネットワーク強化に向け、国道３７２号・国道４７７号などの整備を促

進します。 

○ 都市核、地域コミュニティ核などを結ぶ多様な地域ネットワーク軸として（主）宮前

千歳線の整備を促進します。 

○ 集落間を結ぶ主要道路の整備や生活に密着した狭小道路の改良整備を推進するとと

もに、準市道及び認定外道路の整備を支援します。 

 

＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 山林のあいまに分布する農地と集落地及びその周辺では、魅力的な里環境の保全を図

ります。 

■ まちづくりのテーマ 

～豊かな自然環境と共生し里の暮らしを楽しむ 

うるおいと魅力のあるまちづくり～ 

 

■ まちづくりの目標 

〇 豊かな自然環境と共生し、集落地における地域活力の維持・向上に向けた取組を

支援します 

○ 地域拠点の形成と公共交通の充実による生活環境の向上を図ります 

〇 地域特有の風景と一体となった田園環境、魅力的な里環境の保全を図ります 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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＜景観形成及び観光振興の整備方針＞ 

○ 関係機関との連携により、明智光秀公ゆかりの谷性寺門前で開園されているききょう

の里などの歴史・観光資源と交通拠点を結ぶ仕組づくりを推進します。 

○ 三大観光及び府立京都スタジアムを中心とした周遊観光について、関係機関と連携・

協力し、仕組づくりを検討します。 

 

＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 公共下水道（汚水）及び小規模下水道の事業区域外の地域においては、適切な汚水処

理を図るため、補助金制度を活用し、浄化槽の設置を促進します。 

○ 地区内の支川について、本来有する自然環境や利水機能などとの調和を図りつつ、計

画的な河川改修を推進します。 

 

＜都市防災の整備方針＞ 

○ 本市の救急需要への対応力強化と併せて、西部地域における消防力・災害対応力の向

上を図るため、近隣市町との連携を図り、消防分署の設置について所管する京都中部

広域消防組合へ要望します。 

○ 砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業などの実施による土砂災害防止に向けた取組を促

進します。 

○ 土砂災害の危険から市民の安全を確保するため、土砂災害防止法に基づく警戒区域な

どの指定を促進するとともに、危険箇所の監視、ハザードマップによる市民への危険

の周知などの取組を推進します。 

○ 広大な山林について、水源の涵養機能や土砂災害防止機能を保持するため、森林経営

管理制度の活用などによる山林の維持保全を図ります。 

 

＜公共施設などの整備方針＞ 

〇 児童生徒にとって望ましい学習環境・集団活動を形成できるよう、学校区の見直しな

ど学校規模の適正化を推進します。また、学校区の見直し状況によって施設の跡地に

ついては、地域コミュニティの拠点とするなど、地域に応じて適切な活用方法を検討

します。 

○ 西部地域包括支援センターについては、高齢者の自立支援と要介護状態の重症化防止

のため、施設の体制強化と充実を図ります。 

○ 森のステーションかめおかについては、本市の特産品である天然砥石や薬膳食材であ

るチョロギの展示・体験や、自然豊かな環境を活かした宿泊施設としての活用を推進

します。 

○ 地域拠点における中核的なコミュニティ施設として各町自治会館の機能の充実・強化

を推進します。 
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第５章 地域別構想 

■ 地域の整備方針図（西部地区） 
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第５章 地域別構想 

（３）南部地区のまちづくり方針 

 

＜市街地及び集落地の整備方針＞ 

○ 地域住民との意見交換を十分に行いながら、都市計画法に基づく規制などによる計画

的な土地利用に向けた誘導施策を検討します。  

○ 集落地では、農業施策と連携しながら、地域活力の維持・再生に向けた地域住民の取

組を支援します。 

○ 道路などの生活基盤施設の整備を推進し、集落地での生活環境の向上を図ります。 

 

＜交通体系の整備方針＞ 

○ 地域主体型交通の導入を促進するなど、地域住民との連携・協働などによる需要と運

行のバランスが取れた持続可能かつ交通弱者にも配慮した交通体系の構築を図ります。 

○ 通勤・通学や通院、買い物などの移動手段として運行するふるさとバスについて、民

営バスとの乗継拠点の充実や、移動手段としてのそれぞれの役割分担を図りながら、

地域需要に応じたバス路線網の再編や運行本数の見直しなどを検討し、利便性の向上

を図ります。 

○ 都市核、地域コミュニティ核などを結ぶ多様な地域ネットワーク軸として（一）東掛

小林線の整備を促進します。 

○ 沿線自治体や経済界と連携し、阪神地域と南丹地域のネットワーク強化及び防災性の

向上に向けて京都中部阪神連絡道路である国道４２３号の整備を促進します。 

○ 集落間を結ぶ主要道路の整備や生活に密着した狭小道路の改良整備を推進するとと

もに、準市道及び認定外道路の整備を支援します。 

 

＜環境保全及び公園・緑地整備などの方針＞ 

○ 亀岡盆地を取り囲む山林については、計画的な管理による保全を図ります。 

○ 山林のあいまに分布する農地と集落地及びその周辺では、魅力的な里環境の保全を図

ります。 

■ まちづくりのテーマ 

～阪神都市圏に近接した豊かな自然環境と調和した 

うるおいと魅力のあるまちづくり～ 

 

■ まちづくりの目標 

〇 豊かな自然環境と共生し、集落地における地域活力の維持・向上に向けた取組を

支援します 

○ 地域拠点の形成と公共交通の充実による生活環境の向上を図ります 

〇 地域特有の風景と一体となった田園環境、魅力的な里環境の保全を図ります 

〇 誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します 
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第５章 地域別構想 

＜供給処理体系の整備方針＞ 

○ 水道未普及地域については、開発団地の老朽化した水道管の布設替えや水道施設の整

備に要する費用の支援により、飲用水の安定的な供給確保を図ります。 

○ 公共下水道（汚水）及び小規模下水道の事業区域外の地域においては、適切な汚水処

理を図るため、補助金制度を活用し、浄化槽の設置を促進します。 

○ 地区内の支川について、本来有する自然環境や利水機能などとの調和を図りつつ、計

画的な河川改修を推進します。 

○ 最終処分場であるエコトピア亀岡及びごみ焼却施設である桜塚クリーンセンターの

安全で適正な維持管理を図ります。 

 

＜都市防災の整備方針＞ 

○ 砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業などの実施による土砂災害防止に向けた取組を促

進します。 

○ 土砂災害の危険から市民の安全を確保するため、土砂災害防止法に基づく警戒区域な

どの指定を促進するとともに、危険箇所の監視、ハザードマップによる市民への危険

の周知などの取組を推進します。 

○ 広大な山林について、水源の涵養機能や土砂災害防止機能を保持するため、森林経営

管理制度の活用などによる山林の維持保全を図ります。 

 

＜公共施設などの整備方針＞ 

〇 児童生徒にとって望ましい学習環境・集団活動を形成できるよう、学校区の見直しな

ど学校規模の適正化を推進します。また、学校区の見直し状況によって施設の跡地に

ついては、地域コミュニティの拠点とするなど、地域に応じて適切な活用方法を検討

します。 

○ 南部地域包括支援センターについては、高齢者の自立支援と要介護状態の重症化防止

のため、施設の体制強化と充実を図ります。 

○ 梅岩の里生誕地の整備を推進するとともに、そのあり方について市民や自治会、関係

団体などと連携し研究を行い、多様な学習活動の提供や情報発信などができる拠点施

設としての活用を図ります。 

○ 地域拠点における中核的なコミュニティ施設として各町自治会館の機能の充実・強化

を推進します。 

○ 地域住民への買い物支援と地域コミュニティの活性化を目的とした（仮称）東別院町

地域活動拠点施設の整備を支援します。 
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第５章 地域別構想 

■ 地域の整備方針図（南部地区） 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

 

  

第６章 

目指す都市像の実現に向けて 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

１．推進方策 

 

本市が目指す都市像の実現については、総合的・一体的なまちづくりとして各分野にお

ける計画や施策との整合を図りながら、都市計画の決定・変更や各種施策の実施などによ

って本計画を適正に運用し、まちづくりを推進していきます。 

 

２．都市計画マスタープランの運用 

 

２―１．運用手法 

 

以下に示す運用手法を用いて、本計画を着実に進めます。 

 

（１）都市計画の決定及び見直し 

○ 適切な土地利用の規制・誘導を図るため、適切な市街地の規模への見直し、用途地域

や地区計画、道路・公園などの都市計画の決定・変更については、本計画の方針に基

づき関係機関と協議の上、検討を進めます。 

○ 計画決定後、長期間事業に着手していない都市計画事業については、適宜見直しを実

施し、必要に応じて計画の廃止や新たな計画の検討を行います。 

 

（２）都市計画制度の活用 

○ 都市計画区域外では、都市計画法に基づく規制などによる計画的な土地利用に向けた

誘導施策を検討します。 

○ 市街化区域において、より安全・快適で機能的な地域づくりを推進するため、地区計

画制度の活用を推進します。 

○ 周辺環境と調和した良好な住環境を形成し、地域活力の維持・再生に向けた地域住民

の取組を支援するため、市街化調整区域における地区計画制度や既存集落まちづくり

区域指定制度などの活用を推進します。 

○ 一定の条件を満たした場合に地域自らが都市計画の決定または変更について提案す

ることができる都市計画提案制度について、まちづくり活動の一環として活用に向け

た取組を推進します。 

 

（３）効率的かつ効果的なまちづくりの推進 

○ 公的施設の整備や維持管理などについて、財源の有効活用や積極的な民間活力の導入

を促進します。 

○ 南丹市・京丹波町を始めとする近隣市町及び国・京都府との緊密な連携や役割分担の

もと、地域の共通課題の解決や効率的な事業の推進に向け取り組みます。 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

（４）協働によるまちづくりの推進 

○ 協働によるまちづくりを推進するため、「亀岡市まちづくり協働推進指針」に基づき、

市民参加の仕組みづくりやその受け皿となる庁内の体制づくりなどを推進します。 

○ 情報の共有化を図るため、市広報やホームページの充実、まちづくりセミナーや出前

講座の実施、ＳＮＳを活用し、まちづくりに関する広報広聴活動を推進します。 

○ まちづくり活動における市民参加の促進や人材育成のため、市民同士がまちづくりに

対する意見を言い合える場の提供や、市民が主体となったまちづくり活動の支援、パ

ブリックコメントやワークショップ、アンケート調査なども継続して実施します。 

 

２―２．運用サイクル 

 

「亀岡市都市計画マスタープラン」は令和１２（２０３０）年度を目標年次とした計画で

すが、社会情勢の変化など必要に応じてＰＤＣＡサイクルの適用による計画の見直しを検

討します。 

ＰＤＣＡサイクルは、計画（Ｐｌａｎ）、計画の実施（Ｄｏ）、成果の検証（Ｃｈｅｃｋ）、

見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の流れで実施し、成果の検証（Ｃｈｅｃｋ）で明らかになっ

た課題などを見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）し、新たに計画（Ｐｌａｎ）に反映させること

で、計画の着実な実現を図ります。 

 

■ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐｌａｎ：計画 
・亀岡市都市計画マスタープランの 
策定 

Ｄｏ：計画の実施 
・都市施設の整備 

・都市計画施策の実施など 

Ｃｈｅｃｋ：成果の検証 
・亀岡市都市計画マスタープランの 
達成状況の把握など 

Ａｃｔｉｏｎ：見直し･改善 
・亀岡市都市計画マスタープランの 
見直し 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

３．まちづくりの具体的施策 

 

まちの骨格を形成する都市施設の整備や都市計画の施策は、行政が主体となって、事業を

展開します。ここでは、運用サイクルに基づいた検証を行うため、都市施設や公共施設に係

る具体的施策などを示します。 

 

種別 内容 

土地利用 

○産業拠点 

・京都縦貫自動車道千代川ＩＣ、大井ＩＣ、亀岡ＩＣ、篠ＩＣ周辺における

広域交通網を活かした拠点の形成【検討】 

○市街地拡大検討地区 

・適切な規模での市街地の拡大【検討】 

○森林地域、里の地域 

・西部地区、南部地区における都市計画法に基づく規制などによる計画的な

土地利用の検討に向けた誘導施策【検討】 

市街地及び 

集落地 

○新市街地の整備 

・大井町南部土地区画整理事業【事業中】 

・亀岡駅北土地区画整理事業【事業中】 

・亀岡市高野林・小林土地区画整理事業【事業中】 

・亀岡市篠町篠企業団地区画整理事業【事業中】 

○集落地とその周辺の整備 

・市街化調整区域における地区計画制度や既存集落まちづくり区域指定制

度などの活用【事業中】 

公共交通体系 

○鉄道 

・ＪＲ山陰本線の運行本数の増加や輸送力強化の要請【事業中】 

・ＪＲ千代川駅の東西自由通路の整備と駅舎のバリアフリー化【事業中】 

○バス 

・地域主体型交通の導入促進【事業中】 

・地域需要に応じた路線網の再編や運行本数の見直し【事業中】 

道路体系 

○道路 

・（都）保津新国道線整備【検討】 

・（都）馬堀停車場篠線（第二工区）整備【事業中】 

・（都）並河亀岡停車場線（第二工区）整備【事業中】 

・（都）亀岡停車場三宅線（春日橋架替）【事業中】 

・（市）池尻宇津根線整備【事業中】 

・（市）並河蚊又線整備【事業中】 

・（市）城山医王谷中山線整備【事業中】 
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種別 内容 

道路体系 

・（市）桂川右岸道路整備【事業中】 

・（主）宮前千歳線（千代川町北ノ庄）整備【事業中】 

・（一）東掛小林線（東別院町東掛）整備【検討】 

・（一）郷ノ口余部線（宇津根橋）整備【事業中】 

・（一）柚原向日線（西別院町柚原）整備【事業中】 

・国道９号（下矢田）交差点改良【事業中】 

・国道９号（矢田口）交差点改良【事業中】 

・国道９号（頼政塚）交差点改良【事業中】 

・国道９号（若宮橋架替）【事業中】 

・国道４２３号（法貴バイパス）・犬飼バイパス整備【事業中】 

※（都）：都市計画道路、（市）：市道、（主）：主要地方道、（一）：一般府道 

環境保全 

〇総合的な環境保全 

・かめおかプラスチックごみゼロ宣言に基づく先進的な取組の推進 

【事業中】 

・かめおか脱炭素宣言に基づくＣＯ２排出量実質ゼロの取組の推進 

【事業中】 

・世界に誇れる環境先進都市として、地元農作物を使った取組の推進 

【検討】 

・ＳＤＧｓ未来都市として選定されたかめおか霧の芸術祭×Ｘ（かけるエッ

クス）におけるプロジェクトによる新たな環境保全への取組の推進 

【事業中】 

○豊かな森林の保全 

・ウッドスタート宣言による木育活動を通じた森林資源の有効活用・保全の

推進【検討】 

公園・緑地など 

○大規模公園・緑地 

・京都・亀岡保津川公園整備【事業中】 

・南郷公園整備【事業中】 

・平和の森自然公園整備【計画】 

・平の沢公園整備【計画】 

・七谷川緑地整備【計画】 

・大堰川緑地整備【計画】 

○その他公園など 

・府立京都スタジアム周辺の公園整備【事業中】 

・市街地整備にあわせた公園整備【事業中】 
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種別 内容 

景観・観光など 

○景観資源の形成 

・「亀岡市景観計画」に基づいた規制、誘導【事業中】 

・「亀岡市文化財保存活用地域計画」に基づき、地域に応じた歴史的、文化

的な景観形成【検討】 

○観光資源の有効活用 

・「亀岡市観光振興ビジョン」に基づいた観光拠点の機能強化や受入環境の

整備促進【事業中】 

水道供給 
○水道未普及地域解消事業 

・東別院町、西別院町の水道未普及地域への水道施設整備費助成【事業中】 

汚水処理 

○公共下水道（汚水）の整備 

・土地区画整理事業や民間宅地開発などと連携した効率的な管渠整備 

【事業中】 

・年谷浄化センターの適切かつ計画的な改築・更新の整備と施設長寿命化

の推進【事業中】 

○浄化槽設置の促進 

・適切な汚水処理を図るため、補助金制度の活用などによる浄化槽の設置

促進【事業中】 

雨水処理 

○公共下水道（雨水）の整備 

・犬飼川左岸排水区整備【計画】 

○雨水流出抑制策の推進 

・透水性舗装や雨水貯留槽の導入などによる流出抑制策の推進【検討】 

○河川の整備 

・（一）桂川（亀岡工区）の河川改修【事業中】 

・（一）雑水川河川改修【事業中】 

・（一）千々川河川改修【事業中】 

・（一）七谷川河川改修【事業中】 

・（一）犬飼川（ネック箇所）河川改修【事業中】 

・（一）法貴谷川河川改修【事業中】 

・（準）牧田川河川改修【検討】 

※（一）：一級河川、（準）：準用河川 

廃棄物処理など 

○資源循環型まちづくりの推進 

・「亀岡市ゼロエミッション計画（亀岡市ごみ処理基本計画）」に基づいた

ごみの減量や資源化の推進【検討】 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

種別 内容 

都市防災 

○総合的防災体制の確立 

・緊急輸送道路ネットワークと防災拠点の整備【事業中】 

○砂防・治山対策 

・土砂災害防止法に基づく警戒区域などの指定【事業中】 

○治水対策 

・治水機能の向上と浸水被害の防止・軽減に向けた河川改修の促進 

【事業中】 

○震災・火災対策 

・公的建築物、民間住宅などの耐震化や耐震改修の推進【事業中】 

・水道及び下水道施設の耐震化の推進【事業中】 

・住居系用途地域への防火地域、準防火地域の指定区域の拡大【検討】 

公共施設など 

〇教育関連施設 

・校舎の長寿命化や大規模改修及びトイレの洋式化などの整備の推進 

【事業中】 

○福祉関連施設 

・「第４期亀岡市障がい者基本計画」、「第６期亀岡市障がい福祉計画」、「亀

岡市いきいき長寿プラン」などに基づいた施設整備の支援【事業中】 

・保育所（園）や認定こども園の、安全・安心な保育環境の整備や適切な規

模での施設配置【検討】 

○生涯学習など社会教育関連施設 

・「史跡丹波国分寺跡整備基本計画」に基づく事業の推進【事業中】 

・文化施設のあり方・設置【検討】 

○火葬場施設 

・新火葬場の整備【計画】 

 

  
※進捗状況の凡例 
【事業中】：事業や施策の実施に既に着手しているもの 
【計 画】：事業や施策の実施に向けた計画を策定 
【検 討】：事業や施策の実施に向けた検討を行っているもの 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

■ まちづくりの具体的施策の位置図（市域全域） 

  ※位置が特定できるもののみ表示 
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第６章 目指す都市像の実現に向けて 

■ まちづくりの具体的施策の位置図（市街地地域） 

  ※位置が特定できるもののみ表示 
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用語集 

  

用語集 
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用語集 

ア行 

アクセス道路 
鉄道駅や高速道路のインターチェンジへ結ぶ道路。あるいは、大規模な

都市施設や観光地などに連絡する道路。 

アダプト制度 

アダプトとは、養子縁組をするという意味であり、市民が公共スペース

を「アダプト」し、これを養子のように愛情をもって面倒を見る（清掃・

美化する）、ことから命名された。自治体と市民がお互いの役割分担に

ついての協議・合意を交わし、この合意に基づいて継続的に美化活動を

進める制度。 

アユモドキ 

国の天然記念物で環境省レッドデータブックの絶滅危惧ＩＡ類の淡水

魚。ドジョウの仲間で泳いでいる姿がアユに似ていることからこの名前

が付いた。亀岡市と岡山県の一部に分布しており、近年、急激な減少が

危惧されている。平成２９（２０１７）年度には市の魚に認定された。 

一般府道 主要地方道以外の府道。 

インフラ インフラストラクチャー。生活を支える社会基盤。 

大阪湾・淀川流

域別下水道整

備総合計画 

大阪湾・淀川の河川、海域などの公共用水域の水質環境基準を維持達成

するため、下水道で整備すべき区域や下水処理場からの排水水質基準を

定めた下水道整備に関する総合的な基本計画。 

オープンスペ

ース 

公園・広場・河川・農地など、建物によって覆われていない土地、ある

いは敷地内の空き地の総称。 

卸小売業年間

商品販売額 

１年間の当該事業所における卸売業・小売業の商品の販売総額。 

温室効果ガス 

太陽からの放射をほとんど透過する一方、地表から宇宙空間に向かって

逃げる赤外線放射を吸収する温室効果を持つガス。二酸化炭素、メタン、

亜酸化窒素、ＨＦＣ、ＰＦＣ、六フッ化硫黄の６種類。 

 

カ行 

開発審査会付

議基準 

周辺の市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内で行うことが困難ま

たは著しく不適当と認められる開発行為について、開発審査会の議を経

て許可することができるとされたもの。 

改良住宅 
住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業の施行により、その居住する

住宅を失い、住宅に困窮するもののために建設される住宅。 

霞堤 

周囲の堤防より高さが低いなど、不連続な堤防。洪水時には高さが低い

堤防部分から堤内地に洪水の一部が流入し、下流に流れる洪水の流量を

減少させ、下流の被害を減少させる一方、逆流による浸水により農地など

に被害が及ぶ。 
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用語集 

学校規模適正

化 

それぞれの地域の実情に応じて児童生徒にとって望ましい学習環境・集

団活動を形成できるよう学校区の見直しや地域との協働を図りつつ魅

力ある学校づくりをめざす取組。 

亀岡駅エント

ランスエリア 

亀岡駅南側から城下町エリアをつなぐ約３．０ｈａのエリア。 

かめおか霧の

芸術祭 

文化芸術を通じて亀岡の魅力を発信するとともに、新たな文化資源・観

光資源の創出や地域活性化を図るため、晩秋にかけて亀岡市を包む「霧」

を象徴に、市内一帯でアートを通じて、人と地域の魅力を育てる芸術祭。 

亀岡市空家等

対策計画 

近年の空家などの増加により地域住民の生活環境への影響が問題にな

る中、空家などに関する施策を総合的かつ計画的に実施し、安全で安心

して暮らせるまちづくりの実現に寄与することを目的として策定され

た計画。 

亀岡市いきい

き長寿プラン 

高齢化の進行にともなう要介護など高齢者の大幅な増加、一人暮らしや

高齢者だけの世帯の増加に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して

自立した生活が継続できるように支援することを目的に、保健、福祉、

介護が連携して取り組む「高齢者福祉計画」及び「介護保険事業計画」

を一体的な計画として捉えたプラン。 

亀岡市観光振

興ビジョン 

本市を訪れる多くの観光客による観光消費の拡大と利便性の高い観光

の実現をはじめとした観光の活性化を実現していくため、本市観光のゲ

ートウェイである保津川下り乗船場周辺エリアとトロッコ亀岡駅周辺

エリアの観光活用に係る基本理念・方向性を示す計画。 

亀岡市景観計画 

良好な景観形成を図るため、その区域、良好な景観形成に関する基本方

針、行為の制限に関する事項（行為ごとの景観形成基準）などを定め、

届出勧告制（建築物及び工作物の形態意匠（色彩やデザイン）について

は変更命令制）により、景観上の規制誘導を行うことなどを目的とした

計画。 

亀岡市上下水道

ビジョン 

５０年先、１００年先を見据えた亀岡市上下水道事業の存在意義や使

命、価値観といった企業経営の根本となる考え方を示し、これからの時

代の上下水道事業運営の指針となる計画。 

亀岡市新火葬場

整備基本計画 

建設地、配置計画、機能など、新火葬場の整備についての基本計画。 

亀岡市ゼロエ

ミッション計

画（亀岡市ごみ

処理基本計画） 

環境にも将来世代にも大きな負担となる埋立処分場を新たにつくらな

いまちづくりを目指して策定された、市内のごみ（一般廃棄物）処理に

ついての計画。 
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用語集 

亀岡市地域公

共交通網形成

計画 

まちづくりと一体となった公共交通の再編を目指して策定された計画。

郊外部を含む市内全域における需要と運行のバランスがとれた地域に

根ざした持続可能な公共交通網の形成と、交通弱者に配慮した円滑に移

動できる交通環境の構築を目的とする。 

亀岡市地域防

災計画 

防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、市域ならびに市民の生命、

身体及び財産を災害から保護し、被害を軽減して郷土の保全と市民福祉

の確保に期することを目的とした計画。 

亀岡市プラス

チック製レジ

袋の提供禁止

に関する条例 

使い捨てプラスチックごみゼロの実現により、良好な環境を保全し、次

世代に引き継ぐことを目的としてプラスチック製レジ袋の配布禁止な

どを定めた全国初の条例。 

亀岡市まちづ

くり協働推進

指針 

市民参画・協働の輪をより一層広げ、市民と行政がそれぞれの特性を活

かしつつ、豊かで魅力のある、誰もが愛着心を持てるまちを目指し、協

働によるまちづくりへの基本的な考え方や方向性を示す指針。 

亀岡市緑の基

本計画 

山の緑や公園・緑地、住宅の庭の緑など、幅広く対象にした「緑」に関

する総合的な計画。 

亀岡市ものづ

くり産業振興

ビジョン 

農業・商業・工業・観光などの分野をものづくり産業と捉え、各産業の

連携・交流による地域活性化やものづくり産業の振興を図るための総合

的な計画。 

亀岡ふるさと

エナジー株式

会社 

市と民間企業の共同出資により設立した地域新電力会社。公共施設を中

心に電力を供給する地産地消型の地域新電力事業を実施するとともに、

その収益をまちづくりに資する新事業に使う。 

亀岡まるごと

ガーデン・ミュ

ージアム構想 

亀岡の魅力ある地域資源を埋もれさせることなく、亀岡の名所づくりや

景観保全を進めるとともに、快適で潤いのある生活環境や美しい景観を

創出し、住む人が誇れるまちづくりを促進する構想。 

かきたサンガ

広場 

ＪＲ亀岡駅北駅前広場の愛称。全国各地から募集して決定した。 

川と海つなが

り共創プロジ

ェクト 

海ごみサミットでされた約束を実行するため、平成２５（２０１３）年

４月に設立。拡大しつつある海洋プラスチック汚染を防ぐため、海に面

していない内陸の亀岡から、企業や地域、大人も子どもも含めたくさん

の人たちに、川と海そして海ごみに対する正しい知識を普及する活動を

展開。 

川の駅・亀岡水

辺公園 

本市の豊かな自然や歴史、生活文化を育んできた桂川を活用して、桂川

舟運の歴史・文化の学習の場、スポーツ及びアクティビティの体験の場、

地域賑わい創出事業の場並びに地域住民及び来訪者の交流の場。 
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用語集 

簡易水道 

計画給水人口が５，０００人以下（１０１人以上）である水道によって

水を供給する水道事業。施設が簡易ということではなく、計画給水人口

の規模が小さいものを簡易と規定したもの。 

管渠 
水路の総称。給水・排水を目的として作られる水路全体のこと。 

涵養機能 
森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を

緩和するとともに、川の流量を安定させる機能。 

既存集落まち

づくり区域指

定制度 

既存集落における地域活力や地域コミュニティの維持・活性化を図るた

め、市長が区域と予定建築物の用途を指定して、指定区域内で自己用住

宅などの指定用途の建築物の立地（開発・建築許可）を可能とする制度。 

京都縦貫自動

車道 

京都府宮津市から乙訓郡大山崎町に至る自動車専用道路。京都府内を縦

貫し京都府の背骨とも表される。京都府北部と南部の連携を強化すると

ともに、京都市街地の環状線道路としての役割を果たす。 

京都中部阪神

連絡道路 

阪神地域と京都府中部地域を南北に結ぶ重要な幹線道路であり、国道 

４２３号を指している。 

京都府景観資産 

府内各地における身近な景観を、それを守り育てている府民やまちづく

り団体の提案により登録していき、景観の価値を共有するとともに、景

観づくり活動や景観を活かしたまちづくりに繋げるための景観行政の

一つ。 

グリーンイン

フラ 

社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自然環境

が有する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上

昇の抑制など）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくり

を進めるもの。 

公営住宅等長

寿命化計画 

市営住宅などストックの適切なマネジメントを行うべく、住宅の状況や

将来的な需要見通しを踏まえた各団地のあり方を考慮した上で効率的・

効果的な団地別・住棟別の事業手法を選定し、長寿命化に資する予防保

全的な管理や改善を推進するための計画。 

公園施設長寿

命化計画 

適切な施設点検、維持補修などを行うことにより既存公園施設の耐用年

数の延伸及び公園施設の企画設計から、建設、維持管理、廃棄までに要

する総費用の低減に役立てる計画。 

公共施設等総

合管理計画 

過去に建設された公共施設などが一斉に更新時期を迎える一方、地方公

共団体の厳しい財政、人口減少などによる利用需要の変化などをふま

え、市民の財産である公共施設やインフラを持続可能な形で次世代に引

き継いでいくため、地方公共団体が公共施設などの現状を把握し、長期

的視点で公共施設などの総合的かつ計画的な管理を行うための基本方

針を定める計画。 
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用語集 

合計特殊出生率 
１５～４９歳までの女性の年齢別出生率（一人の女性が産む子供の数の

平均）を合計したもの。 

高水敷 
常に水が流れる低水路より一段高い敷地。平常時にはグランドや公園な

どの形で利用されるが、洪水時などには水に浸かってしまう。 

交流人口 

定住人口に対する概念であり、通勤・通学、買い物、文化鑑賞・創造、

学習、スポーツ、観光、レジャー、アミューズメントなどによりその地

を訪れる人口。 

国営農地再編

整備事業 

効率的な土地利用と生産性の高い農業生産基盤を形成するために、広域

的・計画的に整備を行い農業振興を基幹とした総合的な地域の活性化に

資することを目的として、国が事業主体となって行う事業。 

国勢調査 

総務省統計局が行う全国一斉の国勢に関する調査。全国都道府県及び市

区町村の人口の状況を明らかにし、社会福祉、雇用、住宅、環境整備、

交通など各種政策上の諸施設の企画・立案のための基礎資料を得ること

を主たる目的として国内の全ての居住者について行われるもの。 

国立社会保障・

人口問題研究所 

人口や社会保障に関する研究をはじめ、人口・経済・社会保障の相互関

連についての調査研究を通じて、研究と行政を橋渡しし、国民の福祉の

向上に寄与することを目的として設立された厚生労働省の機関。 

子育てコリドー 

子どもの居場所や子育て支援、相談の機能を導入し、地域住民と一緒に

子育てするまちの実現を目指すため、ＪＲ亀岡駅から市役所を経由して

ガレリアかめおかまでを結ぶゾーンのこと。 

子育て支援セ

ンター 

地域の子育て家庭に対し育児支援を行う総合的な拠点施設。自由にのび

のびと遊べる場や親同士の交流・学習の場を提供。また子育てサークル

などへの支援、相談事業、情報提供事業などを展開している。 

コミュニティ

バス 

ＪＲ亀岡駅とその周辺に点在する公共施設、医療施設、商業施設などを

公共交通で結ぶことを目的に、ＪＲ亀岡駅を起点として路線バスの走っ

ていなかった中心地域を巡回運行。運行業務は京阪京都交通㈱に委託。 

 

サ行 

再生可能エネ

ルギー 

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスをエネルギー源として永続

的に利用できる自然界のエネルギー。 

財団法人亀岡市

都市緑花協会 

緑と花の都市を目指して昭和６３（１９８８）年３月に設立された財団

法人。活動内容としては、「花と緑のフェスティバル」、「花づくりコ

ンクール」、各種講習会・展示会・教室、都市公園の管理運営、街路樹

の維持管理、駅前などの緑化業務など。 

市街化区域 
都市計画区域において、すでに市街地を形成している区域及び概ね１０

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 
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用語集 

市街化調整区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域。市街

化調整区域内では、自治体が地域の実情に応じて区域、用途を定める場

合を除き原則として農林漁業用の建物や、一定規模以上の計画的開発な

どを除き開発行為は許可されない。 

市街地開発事業 

一定のエリアを区切って、そのエリア内で公共施設の整備と宅地の開発

を総合的な計画に基づいて一体的に行う計画。市街地開発事業の１つに

土地区画整理事業がある。 

自助・共助・公助 

防災においては、自助：「自らの安全は、自らが守る」ため、自らの手

で自分・家族・財産を守り助ける備えと行動、共助：「自分たちのまち

（地域）は、自分たちで守る」ため、近隣住民と協力し、地域を守り助

ける備えと行動、公助：市役所をはじめ、警察・消防・府・国などの行

政機関、ライフライン各社をはじめとする企業などによる応急対策活

動、救助活動、支援物資の提供などの公的な支援。 

史跡丹波国分

寺跡 

奈良時代に聖武天皇の勅命によって建立された国分寺のうち、丹波国に

建立された寺院跡。現在は国の史跡に指定され、亀岡市の名木、オハツ

キイチョウがそびえる。 

自然エネルギー 
太陽光や熱、風力、潮力など自然現象から得られるエネルギー。再生可

能エネルギーとも呼ばれる。 

市民農園 

都市住民がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、児童・生

徒の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を

育てるための農園。 

住区基幹公園 
都市全域の中で配置される都市基幹公園と対となる、比較的小規模な公

園で、都市計画で位置づけられた街区公園、近隣公園及び地区公園。 

集約型都市構造 

都市圏内の一定の地域を都市機能の集積を促進する拠点（集約拠点）と

して位置付け、集約拠点と都市圏内のその他の地域を公共交通ネットワ

ークで有機的に連携させる都市構造。 

主要地方道 
国土交通大臣が指定する、その地域で主要な役割を担う都道府県道また

は政令指定都市の市道。 

準市道 
亀岡市準市道認定基準要綱に基づき、市街化調整区域内または都市計画

区域外の地域において本市が認定する道路。 

浄化槽 
下水道未普及地域で各家庭に設置される汚水処理施設で、微生物の働き

などを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流する。 

小規模下水道 
特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理

施設の総称。 

少子高齢化 人口構成に占める高齢者の割合が高く、子供の割合が低くなる現象。 

職住一体 職場と住居とが同一の場所にあること。 
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用語集 

新型コロナウ

イルス感染症 

人に感染する「コロナウイルス」として新たに見つかった「新型コロナ

ウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）」による感染症のこと。 

（ＣＯＶＩＤ－１９） 

令和元（２０１９）年１２月以降、世界各地で感染が多数報告され、日

本国内でも関連する患者が発生している。 

シンボルロード 本市における亀岡駅から城下町エリアへとつながる駅前通り。 

新名神高速道路 
三重県四日市市から滋賀県、京都府、大阪府を経由し、兵庫県神戸市北

区へ至る、名古屋と神戸を結ぶ計画とする約１７４ｋｍの高速道路。 

森林経営管理

制度 

適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を林業経営者に集積・

集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うこ

とで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理

の両立を図る仕組み。 

水源の涵養 

森林の土壌が降水を貯留して河川へ流れ込む水の量を平準化し、洪水の

緩和及び川の流量を安定させる機能。また、雨水が森林土壌を通過する

ことにより、水質を浄化する機能。 

３Ｒ 

Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle

（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったもので、循環型社会を構築

していくためのキーワード。 

生産緑地 

都市計画法及び生産緑地法に基づく地域地区の一種。市街化区域内の農

地の内、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果があり、公

園・緑地など公共施設などの敷地に適している５００㎡以上の土地を生

産緑地地区として指定することにより、農林漁業との調整を図りつつ良

好な都市環境の形成に資することを目的とする。 

製造品出荷額等 
１年間における製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額及び製造工

程からでたくず及び廃物の出荷額の合計。 

生物多様性 

生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生態

系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性という３つのレベルで多様性

があるとしている。 

セーフコミュ

ニティ 

事故やけがは偶然に起こるのではなく、予防できるという理念のもと、

行政と地域住民など多くの主体の協働により、全ての人たちが安全・安

心に暮らすことができるまちづくりを進めるもの。 

その他の住宅

空き家 

賃貸用住宅や売却用住宅、二次的住宅に該当せず、人が住んでいない住

宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の

住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（空き

家の区分の判断が困難な住宅を含む）。 

 

 



 

169 

 

用語集 

タ行 

ターミナル 交通機関が多く集まり、人の乗り降りが多い所。 

第５次亀岡市

総合計画 

本市のあらゆる施策や取組の基礎となる最上位計画。計画期間を令和３

（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度までとし、目指す都市

像や土地利用の基本方針、今後の施策の基本的な方向性を示す「基本構

想」と、基本構想に基づいて取り組むべき施策を体系的に示す「基本計

画」で構成。 

滞在型観光 

１箇所に滞在し、滞在地で静養や体験型を始めとしたレジャーを楽し

む、またはそこを拠点に周辺の観光を楽しむレジャー形態。 

耐震化 構造物などにおいて、地震に耐えられる構造に改善・改修すること。 

第２次亀岡市

環境基本計画 

平成１４年３月に策定した「亀岡市環境基本計画」の計画期間の終了に

ともない、環境に関する現状について的確に対応し、効果的に取り組む

ための施策を体系的・総合的に示した計画。 

ダブルルート化 

大雨による雨量規制や災害などによって、国道９号及び京都縦貫自動車

道が通行止めとなり、亀岡市をはじめとした京都府中部地域が度々「陸

の孤島」となっていることから、亀岡～京都間の機能不全に繋がらない

よう、避難ルートや緊急輸送ルートとなる新たな代替道路を用意すること。 

多文化共生 
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な

関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 

地域公共交通

会議 

道路運送法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必

要なバスなどの旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の

実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設

置された組織。（事業者、住民代表、関係行政機関で組織） 

地域コミュニ

ティ 

平常時における定期的な防災訓練の実施、住民の防災意識や災害時に向

けた準備の喚起などに加えて、災害時においては、災害発生直後の住民

の安否確認、初期救助活動、情報の伝達、避難所の運営、被災した住居

を狙った窃盗などを防ぐための住民による見回りなどよる重要な役割。 

地域コミュニ

ティ核 

旧村などを起源とする周辺部の集落。 

地域主体型交通 
地域住民や事業所などが事業主体となり、住民・利用者のニーズに柔軟

に対応した公共交通を補完する交通手段。 

地域包括支援

センター 

市町村が設置主体となり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員な

どを配置して、３職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及

び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向

上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする総合相談機関。 
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用語集 

地球温暖化 

地球の平均気温が長期的に上昇すること。地球規模で気温が上昇するこ

とで、海面の上昇、異常気象の頻発、自然生態系や生活環境、農業など

への影響が懸念されている。 

地区計画 

住民が主体となって地区の将来に向けてのまちづくりの目標や方針を

定めるとともに、地区内の建物を建築したり開発を行ったりする場合に

守らなくてはならない地区独自の制限を都市計画法に基づいて定め、そ

の地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めていく制度。 

着地型観光 

旅行者の受入地域で開発される観光プログラム。旅行者は訪問先の現地

で集合、参加し、解散する。現地発の旅行商品開発に特徴があり、現地

に精通した人たちが旅行商品を開発する。 

出前講座 
各自治体の事業や施策を市民に説明するとともに、意見や要望などを聞

かせていただくための場。 

特定環境保全

公共下水道 

公共下水道の内、市街化区域以外の区域において設置される下水道。 

都市核 
基幹交通軸に沿って形成された市の中心的な市街地。 

都市機能誘導

区域 

医療・福祉・商業などの都市機能の立地を誘導し集約することにより、

これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

都市計画基礎

調査 

都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見通しを定期的に把握するた

めの調査。 

都市計画区域 

市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地

利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に

整備、開発、保全する必要がある区域。 

都市計画区域

の整備、開発及

び保全の方針 

人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについ

て将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていき

たいかを具体的に定めるもの。都市計画区域マスタープランとも言う。 

都市計画公園 

都市計画法により定められる公園。規模や内容によって街区公園、近隣

公園、地区光園、総合公園、運動公園、特殊公園、広域公園の７種類に

分類される。 

都市計画提案

制度 

住民などが行政主導の都市計画について受動的に情報を受け取り単に

意見を言うだけではなく、まちづくりや都市計画に関する提案を可能に

することで、住民のまちづくりに対する関心を高め、主体的かつ積極的

な住民参加を促す制度。 

都市計画道路 
都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するため、都市計画法でル

ート、位置、幅員などが決められた、都市の骨格を形成する道路。 
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用語集 

都市構造の評

価に関するハ

ンドブック 

各都市におけるコンパクトなまちづくりを支援する参考図書として都

市構造のコンパクトさを評価する手法。 

土砂災害防止

法に基づく警

戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策推進に関する法律（土砂

災害防止法）に基づく土砂災害基礎調査の結果により、指定・公示され

た区域。急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、住民の生命または身体

に危害が生じるおそれがあると認められる区域。 

土地区画整理

事業 

道路、公園、河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え、

宅地の再配置・利用増進を図る事業。幅の狭い道路や家屋の密集の改善、

災害発生時の避難や救急車両の進入の円滑化など、安全で安心なまちづ

くりにも寄与する事業。 

 

ナ行 

南海トラフ地震 

南海トラフは、四国の南の海底にある水深４，０００ｍ級の深い溝（ト

ラフ）のこと。１００～２００年の間隔で大地震が発生しており、昭和

東南海地震（１９４４年）、昭和南海地震（１９４６年）発生から７０

年近くが経過し、次の大地震発生の可能性が高まってきている。 

南丹地域商業

ガイドライン 

府内の７地域区分ごとに、中心市街地エリア、中心市街地の将来目標及

び大型店抑制・誘導エリアなどを明示した地域商業のガイドライン。京

都府中心市街地活性化懇話会の「まちなか再生を推進するガイドライン

に関する提言」に基づき、京都府と亀岡市、南丹市、京丹波町により策定。 

認定外道路 市道認定がされていないが、一般の交通がされている道路。 

認定こども園 

小学校就学前の子どもに対する保育および幼児教育並びに保護者に対

する子育て支援を一体的・総合的に提供する施設。幼稚園と保育所の両

方のよさをあわせ持つ。 

ノンステップ

バス 

高齢者や障がい者が乗降しやすいバスとして開発されたもので、車両の

床面高さを通常の８５ｃｍから３０ｃｍに低くしてステップをなくし、

直接車内に乗降できる構造となっているバス。 

 

ハ行 

パートナーシ

ップ 

市民やＮＰＯ、企業、行政など、異なる組織や人同士が明確な目的のも

とに対等な立場で、それぞれの得意分野を活かしながら連携し協力しあ

うこと。 

ハザードマップ 
洪水や土砂災害、地震などの自然災害に対して、被害が予測される区域

及び避難場所などを記載した地図。 
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用語集 

パブリックコ

メント 

市民生活に関わる計画や条例案などを制度化する際に、事前にその趣旨

や原案を公表し、市民の意見を求め、提出された意見などを考慮して計

画や条例案を決定するとともに、意見に対する考え方について公表する制度。 

バリアフリー化 

障がい者や高齢者が社会生活を営む上で「バリア（障がい、障壁）」を

「フリー（自由、取り除く）」にすること。建物や道路など物理的なも

のだけでなく、心理的、精神的（偏見・差別など）なもの、制度的なも

のなどがある。 

パリ協定 

令和２（２０２０）年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み。世

界の平均気温上昇を産業革命前と比較して２℃より十分低く抑え、 

１．５℃に抑える努力を追求することを目的とする。 

避難行動タイ

ムライン 

災害の発生を前提に、地域住民が連携して、地域特性をはじめ災害時に

発生する状況をあらかじめ想定・共有し、「いつ」「誰が」「何をする

のか」、また「いつ避難するのか」を時系列で整理した防災行動の指針

で、「マイ・タイムライン」とも呼ばれる。 

風致地区 

都市の風致を維持するために定められる、都市計画法に基づく地域地区

の一種。自然の景勝地、公園、沿岸、緑豊かな低密度住宅地などで指定

される。 

プラスチック

ごみゼロ宣言 

亀岡市と亀岡市議会が平成３０（２０１８）年１２月１３日に行った。

多様な川の生態系を育む「母なる川保津川」から、地球規模の問題とな

っている海洋プラスチック汚染解決に向けた取組を進め、令和１２ 

（２０３０）年までに使い捨てプラスチックごみゼロのまちを目指す。 

府立京都スタ

ジアム 

収容人数約２１，６００人を有する府内唯一の専用球技場。京都サンガ

Ｆ．Ｃ．のホームスタジアムとして活用されるほか、サッカーやラグビ

ーなどの国際試合が開催可能なスポーツ施設として、また、音楽や地域

振興の催し物などの、府内最大級のイベント会場としても期待される。

スタジアムの設置趣旨に賛同した京セラ株式会社がネーミングライツ

パートナーとなり、通称は「サンガスタジアム ｂｙ ＫＹＯＣＥＲＡ」。 

ふるさとバス 

平成１７年４月から民間事業者の破綻による廃止バス路線の代替措置

として、市が主体となり市周辺地域の生活交通を確保するため運行を開

始。運行業務は京阪京都交通㈱が実施。 

文化財保存活

用地域計画 

各市町村において取り組んでいく目標や取組の具体的な内容を記載し

た、当該市町村における文化財の保存・活用に関する基本的なアクショ

ン・プラン。 

防火地域・準防

火地域 

都市計画法に基づく地域地区の一つで、市街地における火災の危険を防

ぐために定められ建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限を

行う制度。 
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防災資機材 

災害被害の発生、または拡大を防止するために使用する機器、器具。情

報伝達用機器（トランシーバーなど）、初期消火・救急用器具（消火器

など）、避難生活用機材・機器など。 

防災まちづく

り情報マップ 

都市に関する情報と関連づけながら、災害時におけるリスク情報を重ね

合わせ、分析した結果を可視化し、横断的・体系的に都市の課題を把握

するためのマップ。 

圃場整備 

農業の生産効率を上げるため、耕地区画の整備、用排水路の整備、土地

改良、農道整備、耕地の集団化など、農地・農村の環境条件を整備する

事業。 

保津川かわま

ちづくり計画 

川を活かしたまちづくり、まちを活かした川づくりを推進するため、京

都府と亀岡市で策定した計画。 

 

マ行 

まちなか居住 
集約型都市構造を実現する１つの手法として、また都市の中心部のにぎ

わいの回復策として高齢者などの居住を中心部に誘導する考え。 

モビリティマ

ネジメント 

（ＭＭ） 

一人ひとり、あるいは組織・地域のモビリティ（移動）が、社会的にも

個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交通などを適切に

利用するなど）に自発的に変化することを促す、コミュニケーションを

中心とした交通政策。 

森のステーシ

ョンかめおか 

交流会館内にある、亀岡の特産品である天然砥石やチョロギを発信する

展示・体験施設。天然砥石を使った研ぎ体験コーナーもある「匠ビレッ

ジ」、薬膳レストランやチョロギの加工品、地元産野菜の販売なども行

う「チョロギ村」、キャンプサイト「鳥の巣ロッジ」で構成。 

 

ヤ行 

幼児教育総合

センター 

家庭や地域を取り巻く環境の変化の中で、市の全ての就学前幼児の健や

かな成長を願い、公私立幼稚園間や保育所などの一層の連携と、小学校

への円滑な連続性を図ることなどを目的として計画する施設。 

用途地域 

都市の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業、工業その他

の用途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進や良好な

都市環境の形成を図るもの。市街地を１３種類の地域類型のいずれかに

指定し、建築物の用途、密度、形態などを制限する。 

淀川水系桂川

上流圏域河川

整備計画 

淀川水系桂川上流圏域の府管理河川に関する今後概ね３０年間の整備

内容を定めた河川整備計画。京都府が平成３０（２０１８）年８月に策定。 
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ラ行 

ライフステージ 
人間の一生を年齢にともなって変化する生活段階。幼年期・児童期・青

年期・壮年期・老年期などに区分したもの。 

ライフライン 
電気、水道、ガス、通信、交通施設、情報施設など日常生活に不可欠な

ものをネットワークにより供給するライン。 

リーマンショ

ック 

平成２０年（２００８）年９月１５日にアメリカの投資銀行リーマン・

ブラザーズが経営破綻したことをきっかけに、世界的に起こった金融危

機。 

リサイクル 
資源の節約や環境汚染防止などのために、不用品・廃棄物などを再利用

すること。 

緑地保全地域 

都市の緑地を保全するために指定する地区。無秩序な市街化や公害・災

害の防止効果があるもの、神社・寺院などの建造物と一体となった伝統

的文化的意義を有するもの、風致景観が優れるなど地域住民の生活環境

確保に必要なものなどが指定対象となる。 

 

ワ行 

ワークショップ 
会議運営の方法で、地域課題をみんなで考えるために、地域に関わる多

様な立場の人々が集まり、協議作業や話し合いなどの諸活動を行う。 

 

Ａ～Ｚ 

ＢＣｏｍｅ＋ 

亀岡市子育て世代包括支援センター。安心して子どもを産み育てられる

環境を整えるため、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行

い、関係機関と連携しながら一人ひとりの不安や悩みに合わせた相談や

情報提供を行う拠点。妊娠中、産後の人、１８歳までの子どものいる家

庭が対象。 

ＣＯＰ２１ 
平成２７（２０１５）年１１月３０日から１２月１３日まで、フランス・

パリにおいて開催された、国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議。 

ＬＥＤ 

発光ダイオード（Light Emitting Diode）の略。電気を流すと光る性質

を持つ半導体のこと。電気を一旦熱に変えてから光を発生させる白熱電

球や蛍光灯に対し、流れる電気をそのまま光に変換する仕組みで効率が

良く、寿命も長い。 

ＭａａＳ 

Mobility as a Service の略。出発地から目的地までの移動ニーズに対

して最適な移動手段をひとつのアプリで提供するなど、移動を単なる手

段ではなく、利用者にとって一元的なサービスとして捉える概念。 
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ＮＰＯ 

利益を目的としない組織・団体（Non Profit Organization または Not-

for-ProfitOrganization)。特にＮＰＯ法人は特定非営利活動促進法の

規定により設立された団体で、無償のボランティア団体ではなく営利事

業も行うが、余剰利益があっても構成員に配分せず団体の活動目的を達

成するための費用に充てる。 

ＰＤＣＡサイ

クル 

Ｐｌａｎ(計画）、Ｄｏ(実行）、Ｃｈｅｃｋ（点検）、Ａｃｔｉｏｎ（改

良）を繰り返し、管理プロセスを反復することによって継続的に改善す

る手法。 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals の略。平成２７（２０１５）年９月に

国連で合意された〝全世界すべての人たち”が〝持続的”に〝人らしく

生きる”ための世界共通の開発目標。 

ＳＮＳ 
ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）

の略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス。 

ＵＩＪターン 

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。Ｕターンは進学や就職

で大都市圏へ移住した地方出身者が出身地に戻ること、Ｉターンは出身

地とは別の地方へ移住すること、Ｊターンは出身地には戻らず、出身地

に近い都市へ移住すること。 

 


