
平成２８年度「地方創成加速化交付金による研究費補助」報告書 

 

報告者：塩見 直紀（地域経営学科特任准教授） 

研究課題名：いま北近畿では、どこが「先進地視察」されているかに関する研究 

 

内容：北近畿（京都は丹後・中丹地域、兵庫は但馬地域であるが、福知山市に隣接する丹波市

も含めた）において、「先進地」として、「先進地視察先」として、熱い視線を浴びているとこ

ろはどこか。視察対象とされている場所（行政、企業、ＮＰＯなど）や内容の「見える化」を

おこなうことを２８年度の目標としたが、結果は以下の表のとおりである。 

 

今後の展開：視察されている内容を分類整理等をおこない、まちの取り組みの特徴や強み、ビ

ジョンなど分析をおこなう。各市町であがったものを各自治体等にフィードバックをおこなう。

追加等を加えた一覧をＨＰ等で見える化することで、北近畿における「総合発信力」を高め、

視察誘致、交流人口数の拡大をおこなっていく。 

 

目標は各市町が「視察されるまち」、「学びやノウハウを提供できるまち」「付加価値の高いま

ち」となり、それを競い合い、「さまざまな取り組みの先進地の集合体としての北近畿」となる

ための一助となることを願うものである。こうして集まった情報を活かした研究を２９年度も

継続しておこなっていきたい。 

 

交付金額：１００，０００円 

使途：調査費として、株式会社北近畿経済新聞社へ支払い 

 

調査方法：北近畿圏内に「北近畿経済新聞」の読者をもつ北近畿経済新聞社（本社・綾部市）

の４名の記者より行政や商工会議所等へ、「過去３年の間、年１でも市外から視察を受けたもの」

の情報提供を呼びかけ、集約化。筆者（塩見直紀）も得た情報を加えて、市町別の表にまとめ

た。市町により、担当者により、数にばらつきがでてくることは企画当初より想定しており、

今回の調査は第１次調査と位置づけていた。今後、精度をあげていきたい。 

 

備考：ホームページ等での公開は、提供いただいた市町等へフィードバックをおこなったあと、

おこなっていきたい。 

 

参考：視察の幅のひろさを意識するため、作成した記入シートを添付 

 

 

 



北近畿における市町別 視察内容一覧 

 自治体 

コード順 

事例

数 

内容 

京都府 

１２５ 

福知山市 １０ ・福知山公立大学設立と取組み（公立化への転換）について 

・治水対策、災害後の防災、災害時にかかる危機管理について 

（市民と共につくる災害に強いまちづくりの推進） 

・図書館の移転と運営について（市民交流プラザふくちやま） 

・中丹地域有害鳥獣処理施設、有害鳥獣対策について 

・議会改革（運営、活性化）、高校生議会、自由討議について 

・環境基本計画と住民参加について 

・学校給食センターについて 

・地域の公立病院経営、経営改善、地域医療について 

・中心市街地活性化の取り組みについて  

・ゆらのガーデン など 

舞鶴市 １０ ・市保育所、民間保育所、幼稚園などの乳幼児教育（アクティブ

ラーニングの導入） 

・舞鶴市子育て交流施設「あそびあむ」（乳幼児教育） 

（乳幼児教育推進事業について） 

・舞鶴港のクルーズ（客船の寄港増・誘致、マイカーによるパー

ク＆ライド事業など） 

・舞鶴引揚記念館（ユネスコ世界記憶遺産認定） 

・赤れんがパーク（日本記憶遺産認定） 

・自主運行バスについて 

・舞鶴版コンパクトシティの実践的な取り組みについて 

・初期認知症対応型カフェ推進事業について 

・まちなかにおける空き家対策について 

・関西電力高浜原発災害時の住民避難計画について 

綾部市 ３０ ・日曜議会、議会運営について 

・コミュニティナースの概要について 

・子育て世代包括支援センターについて 

・介護予防・日常生活支援総合事業について 

・（市街化調整区域）線引き廃止について 

・空き家活用・定住施策について 

・宅建業者との連携について（空き家対策） 

・水源の里（限界集落の取組み）について 

・廃校活用（ＮＰＯ法人里山ねっと・あやべ） 



・あやべ市民新聞（ローカルメディア）について 

・コミュニティＦＭ「エフエムいかる」（３セク）について 

・半農半Ｘコンセプト（若者の地方移住）について 

・上林小中一貫校について 

・市営バス「あやバス」について 

・ライフビジョン（オフトーク終了後の市民広報）について 

・認知症サポーター（ゴールドサポーター）、ＳＯＳネットワー

クについて（綾部市社会福祉協議会） 

・ワークショップサクラティエ（障がい者の就労など）など 

宮津市 ９ ・オリーブオイル加工施設（由良地区などのオリーブ栽培事業、

日本海側での栽培） 

・宮津バイオマス・エネルギー製造事業所（竹資源有効活用プロ

ジェクト、日本初の竹バイオマス発電所） 

・ふりスタ（振り返りスタディ）事業について 

・土曜学習（土曜講座）について 

・高齢者見守りネットワークについて 

・北近畿タンゴ鉄道の鉄道事業再構築について 

・若者定住戦略会議２３の提言について 

・健康づくり運動推進事業について 

・海の京都ＴＡＮＴＡＮロングライドについて 

京丹後市 ５５ ・合同会社ＮＡＬ（農業） 

・株式会社エチエ農産（同） 

・梅本農場（同） 

・株式会社自然耕房あおき（同） 

・日本海牧場（酪農） 

・野村牧場（同） 

・京丹後龍宮プロジェクト（観光） 

・有限会社創造工房（食品） 

・クリーンエネルギー（京都府補助事業）の取り組み 

・再生可能エネルギー推進（地域活性化）のための施設視察研修 

・木質バイオマス利活用およびエコエネルギーセンター事業 

・未来都市イニシアティブプロジェクト視察研修 

・食の循環リサイクル「環のちから」のまちづくりについて 

・市民太陽光発電事業について 

・議会基本条例、議会改革の取り組み、議会運営、政務活動費、

議会報告会、反問権、自由討議の進め方、議会だよりについて 



・合併算定賛に対する京丹後市の対応について 

・補助金の見直しについて 

・公共施設の見直しについて 

・限界集落（小規模高齢化集落）の再生・活性化について 

・市民協働のまちづくりについて 

・地域にぎわい創り推進員と自治会との協働について 

・自治区の地域支援策について 

・市と自治会との連携事例とその効果について 

・指定管理者制度の運用、温泉施設の指定管理制度について 

・京丹後市商工業総合振興条例の制定と新経済戦略の推進、もの

づくり振興策について 

・京丹後市の企業誘致推進の取り組みについて 

・生活困窮者自立促進モデル事業について 

・自殺予防対策 

・絆ネット構築事業について 

・在宅健康管理システム事業（血圧サポート事業） 

・健康長寿のまちの取り組み、健康大長寿のさとづくりについて 

・市家庭児童相談室の取り組み、要保護児童対策協議会について 

・認定こども園の運営について 

・下水道の普及推進施策について 

・「巡る・市町村・再発見」 

・まち歩きから探る京丹後ほか 

・地域活性化事業視察 

・有休農地対策、農地利用について 

・非農地判定処理について 

・創業支援の事例について 

・コミュニティビジネス事業 

・新シルク産業創造事業および新シルク産業創造館 

・木材を活用した施設 

・海の京都観光圏について 

・コミュニティＦＭの活用について 

・ビーチラン（砂浜活用）について 

・丹後半島ラリーについて 

・歴史街道丹後 100キロウルトラマラソン 

・カヌー関連施設（事前合宿、交流事業実現に向けた調査視察） 

・山陰海岸ジオパークの取り組みについて 



・フィルムコミッション推進事業について 

・東京オリンピック・パラリンピックでのホストタウン登録に向

けた取り組みとホストタウンとしての予定事業について 

・米軍Ｘバンドレーダーについて 

・防災行政無線について 

・京丹後市火葬場の施設について など 

伊根町 ５ ・「日本で最も美しい村」連合の取り組み（舟屋の保存活用など） 

・今年４月施行の伊根町景観条例（舟屋の景観を守る景観条例制

定の取り組み） 

・舟屋を活用した和菓子店兼宿泊施設の「雅」（舟屋建物の有効

活用、クラウドファンディングで資金調達） 

・小中学校の教育費無償化 

・日本一おいしい学校給食（未確認） 

与謝野町 ６ ・加悦ファーマーズライス（チルド寿司製法） 

・与謝野町のクラフトビール事業（ビール原料のホップ栽培など） 

・ルフレかやの里（障がい者就労レストラン） 

・与謝野町地域共生型福祉施設やすらの里 

・与謝野町ブランド戦略事業について 

・かえでこども園「認定こども園の取り組みについて」 

兵庫県 

９９ 

豊岡市 

 

６３ ・地場産業「豊岡鞄」、鞄産業の振興、トヨオカカバンアルチザ

ンアベニュー、カバンストリート（エコバレー推進課） 

・環境都市「豊岡エコバレー」について、地場ソーラー 

・豊岡ライフスタイルデザインプロジェクト（豊岡型ライフスタ

イル）（エコバレー推進課） 

・着地型観光の取り組みについて（大交流課） 

・大交流の推進について（同） 

・インバウンド対策について、国際交流員の活動について（同） 

・城崎温泉を中心としたインバウンド施策について（同） 

・豊岡ＤＭＯの設立と今後の戦略について（同） 

・空き家および空き店舗対策について、町なか３施設（同） 

・移住定住促進プロモーション戦略事業、お試し住宅、移住支援 

・文化、芸術、物語等を軸とした観光施策について（同） 

・城崎国際アートセンター、アーティスト・イン・レジデンスの

取り組みについて（同） 

・芸術文化による地方創生の推進、コミュニケーション能力授業

の視察（同） 



・観光・地域振興（地域おこし協力隊、カーシェアリングなど） 

・社会増の戦略、産業連関表に基づく経済政策について（UIター

ン戦略室） 

・城崎オンパクの仕掛けづくり（城崎振興局地域振興課） 

・城崎温泉のまちなみづくりについて（同） 

・城崎温泉供給条例について（同） 

・城崎温泉課の業務内容について（城崎振興局城崎温泉課） 

・城崎温泉の活性化策について（同） 

・城崎町湯島財産区の管理運営（同） 

・まちづくり活動の現状と課題（各地域振興局地域振興課） 

・観光・地域振興活動の現状と課題について（同） 

・地域景観維持活動の現状と課題について（同） 

・官民による町づくり、出石まちづくり公社（出石振興局） 

・伝統的建造物群保存地区保存事業、出石城下町の景観まちづく

り、伝建制度導入の経緯（同） 

・教育旅行の取り組み、豊岡市いのちの教育推進協議会の取り組

み（但東振興局） 

・東井義雄の業績展示 

・コウノトリ育む農法、お米ブランド化について（農林水産課） 

・豊岡型環境創造型農業の推進（学生インターンの受入など） 

・コウノトリの舞認定農産物の取り組みについて 

・持続可能な社会づくりの視点からコウノトリ野生復帰の発信と

推進（取り組み、現状など） 

・豊岡市のそば共済損害評価方法について（農業共済課） 

・都市計画税の廃止について（都市整備課） 

・地域主体交通チクタクの取り組みについて、持続可能な地域公

共交通について（都市整備課） 

・住宅建築行政、市営今森住宅（同） 

・民生委員活動、地区相互の情報交換（城崎振興局市民福祉課） 

・地域包括ケアシステムの構築について（高年介護課） 

・生活支援コーディネータ、介護予防・日常生活支援総合事業の

取り組み 

・ＤＢＯ方式による温水プールの整備、運営について（ウェルス

トーク豊岡）（健康増進課） 

・健康まちづくり施策、「歩いて暮らすまちづくり」（同） 

・新しい地域コミュニティの取り組み（コミュニティ政策課） 



・豪雨災害からの救済と対策について、防災対策充実と強化、 

市民総参加訓練、防災マップ、災害対策本部等の組織体制の見直

し、防災情報の収集と伝達等について（防災課） 

・原子力防災について（小浜市の避難受け入れについて） 

・し尿処理施設（下水道の処理）について（下水道課） 

・豊岡市浄化センターにおける汚水処理稼働（同） 

・下水道使用料算定（同） 

・豊岡市の文化遺産を生かした地域活性化事業（教育総務課文化

財室） 

・小中一貫教育について（こども教育課） 

・こども支援センター、不登校に関する支援など（同） 

・きのさき認定こども園について（こども育成課） 

・子育てセンター、おやこふれあいタイム事業（同） 

・運動と学習をセットにする豊岡の教育について（同） 

・図書館ボランティアの取り組み（生涯学習課図書館） 

・図書館運営、豊岡市図書館未来プラン 

・市の文化芸術施策（KIAC，市民プラザ、永楽館）文化振興課 

・豊岡総合スポーツセンター陸上競技場第４種公認工事 

・民間企業からの人材受け入れ（政策調整課） 

・景観行政、道路行政、ごみ処理行政の取り組み（同） 

・行政大綱策定に係る庁内体制・スケジュールに関して（同） 

・行政評価の手法等に対する視察（同） 

・無電柱化事業の進め方について（建設課） 

・東海バネ工業株式会社（エコバレー推進課） 

養父市 １０ ・農業分野の国家戦略特区の取り組みについて 

・統廃合された小中学校の空き校舎の利活用について 

・カーボンオフセットクレジットの販売とその資金を活用した山

林整備について 

・任意団体「田舎暮らし倶楽部」（定住・移住促進とその後の支

援について） 

・兵庫ナカバヤシ（工場の空きスペースを活用した野菜工場（植

物プラント）について） 

・株式会社トーヨー養父農業生産法人（耕作放棄地を活用したト

マトのハウス栽培とブランド化について） 

・八鹿鉄工株式会社（アイメック農法という特殊技術を使ったト

マト栽培について） 



・株式会社マイハニー（耕作放棄地を使った養蜂業とハチミツ製

品の販売について） 

・やぶパートナーズ株式会社（市 100％出資会社による特産品開

発や創業支援などについて） 

・オーシスマップ株式会社（女性の働きやすい職場づくり、ワー

クライフバランスについて） 

丹波市 ３ ・丹波市クリーンセンター（ごみリサイクル学習もできるごみ処

理施設の運営） 

・丹波市復興推進部（2014年８月の豪雨災害の復興策について） 

・株式会社ゆめの樹 野上野（のこの）、（全国的にもめずらしい

自治会全額出資のまちづくり会社の運営について） 

朝来市 ５ ・竹田城跡の観光振興策（竹田城課） 

・木質バイオマス発電所（経済振興課） 

・創業支援店舗（インキュベーション施設）「段々」について 

（朝来市商工会） 

・女性の視点で取り組むまちづくりや地域おこしについて 

（ＮＰＯ法人Ｌａｚо） 

・道の駅「但馬のまほろば」（国からの「重点道の駅」に伴う施

設拡充などについて） 

香美町 １４ ・ふるさと納税制度 （総務課） 

・地域おこし協力隊の活動（企画課） 

・新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の取組み

（福祉課）  

・魚類残さい等処理施設（カニ殻の活用＜堆肥～ブランド米＞）

（農林水産課） 

・魚食普及事業（とと活隊）（同）  

・旧橋活用観光施設と隣接する道の駅の施設概要（観光商工課） 

・温浴施設の概要（同）  

・町立国民宿舎の施設概要（同） 

・学校間スーパー連携チャレンジプラン（教育総務課） 

・新築木造建築（校舎） （同） 

・地産地消によるふるさと給食（同）  

・ふるさと教育（学校・地域の取組み）（同）  

・子育て・子育ち支援センターの運営・活動（こども教育課） 

・小学校校舎に地区公民館を併設（生涯学習課） 

新温泉町 ４ ・温泉バイナリー発電（地域振興課） 



・認定こども園 （こども教育課） 

・子育て支援センター（こども教育課） 

・民生委員児童委員協議会（健康福祉課） 

計２２４  

 

以上 

 

ご参考  （記入シート）産学官民 先進地視察リスト      

行政 移住  

子育て  

ゴミ  

高齢／少子  

仕事づくり  

まちづくり  

エネルギー  

その他  

議会 議会改革  

その他  

教育 幼児  

小学  

中学  

高校  

その他  

医療   

福祉   

子育て   

高齢者   

雇用   

企業（技術）   

エネルギー   

ベンチャー   

個店   

商店街   

   

観光   

スポーツ   

文化   

   

農業   

林業   

漁業   

   



ＮＰＯ   

   

個人   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


