
『京都京北未来かがやきビジョン』

第1回「京都 京北 未来かがやきビジョン推進会議」資料

令和2（2020）年８月

京北のみんなで『未来』を語り合おう！



合併から１０年が経過した平成２７年，京北地域の
持続的な発展に向け，まちづくりを担う様々な主体
が，京北の未来像，重点戦略等を共有するため ，

「京都 京北 未来かがやきビジョン」を策定しまし
た。

ビジョンでは，１０年後の京北の未来像として

「人と自然，文化が輝く，京北版創造農村」を目標
に据え，「雇用（しごと）」「住まい」「子育て」
の３つを視点に設定しました。

この視点に沿って実施する各取組について，

「まちの創造」「ひとの創造」「しごとの創造」
「こころの創造」の４つの重点戦略に基づき，

地域住民，事業者，京都市が一体となって取り組む
べき主要な施策・事業を掲げています。
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京北地域の状況
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○人口は5年間で14.8％減少している。
○少子・高齢化により自然動態（出
生・死亡に伴う人口の動き）は減少が
続く。
○社会動態（転入・転出に伴う人口の
動き）も減少傾向が続く。
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目標の達成状況 ※目標期間：平成28年度～令和2年度（5年間）

○ 空き家活用は，北部山間移住相談コーナーや各自治会の取組によって
「３９件」の活用実績
○ 他の成果指標は「人口」「世帯数」の減少に伴い減少
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目標（H28～R2年度）

住まい

空き家活用件数 50件/5年
（H28年度～R2年度）

世帯数 150世帯増／5年
（H28年度～R2年度）

雇用

新規就業者数 100人増／5年
（H28年度～R2年度）

観光施設来客数 10％増(R2年度)
（H27年度比）

子育て

子どもの数（18歳未満）
140人増／5年(H28年度～R2年度)

子どもの数（18歳未満）の
人口構成比13％（R2年）

4年間の状況（H28～R１年度）

住まい

39件
（残り11件で達成）

80世帯減
（未達の見込み）

雇用

21人
（未達の見込み）

１％減
（未達の見込み）

子育て

123人減
（未達の見込み）

10.1％
（未達の見込み）



１．まちの創造（田舎暮らしの利便性の向上，移住・定住を促進）

近年の京北地域の動き

近年の京北地域の動き 関連するビジョンの項目

・事業者による光ファイバー整備工事完了
・H２９年２月からサービス開始

● 超高速インターネット環境（光ファイバ）の整備促進
地域での積極的な利用や，市からの整備費用の支援などにより，

事業者による光ファイバの整備を促進。

・北部山間移住相談コーナーの開設
・「京の田舎暮らしサイト」からの情報発信
・「京都里山ライフ」の発行
・北部山間移住促進地域助成制度を活用した各自治会の
自主的な取組

●移住・定住促進（相談窓口の設置・定住助成）
移住希望者の住まいをマッチングする中間支援組織を設置。移住

相談窓口の設置，ポータルサイト開設。移住・定住に必要な経費の
助成を検討。

・田舎暮らし体験住宅の開設
・北部山間移住相談コーナーで空き家マッチング
・地域連携型空き家対策促進事業の取組

●空き家の流通促進
マッチングサービスの充実等による所有者が安心して賃貸できる

環境整備。古民家再生による移住・定住者向けの住宅としての活用。

・「空き家活用×まちづくり」モデル・プロジェクト
(京北くろだ里の駅，わらしべの家，宇津銀座，恋咲楽)

◆移住・定住促進のための滞在型モデルの構築
長期滞在できる拠点整備とクリエイティブ人材と地域住民との協

働の場を創出。

・おいでや田舎暮らしフェア（大阪）
・ふるさと回帰フェア（東京）
・京都府移住交流フェア（東京・大阪） 他

◆移住・定住希望者向けイベントへの出展
「ふるさと回帰フェア」等の移住・定住希望者を対象としたイベ

ントにおいて，京北地域の魅力を積極的に発信。
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２．ひとの創造（子育て・教育環境の充実，次世代リーダーの育成）

近年の京北地域の動き 関連するビジョンの項目

・京都市立京都京北小中学校の開校（R２年４月）
・「地域創生力」を育成する
「京北ふるさと未来科」を創設

●地域に誇りを持ち，世界で活躍する人材育成に向けた小中
一貫教育の推進

京北第一小学校，第二小学校，第三小学校と周山中学校の３小学校

１中学校の連携のもと，小中一貫教育を推進し，京北ならではの，
自然や歴史，伝統文化，人と人のつながりを大切にする地域コミュ
ニティを活かして，子どもたちに，郷土を愛する態度を育むととも
に，ＡＬＴ（外国語指導助手）や地域のボランティア等の積極的な
活用による英語教育の充実など，今後ますますグローバル化する社
会において，国際的な視野を持ち，次代と自らの未来を切り拓く子
どもを育成する。

・京都市北部山間かがやき隊員を4名採用
・地域の活動支援（地域行事のお手伝いやイベント企画等）
・山国さきがけフェスタ，黒田ふれあい祭り 等
・地域の魅力発信（特産品のＰＲ，地域の魅力発掘等）
・魁！！山国隊プロジェクトの支援 等
・地域の移住促進
（移住相談，現地案内，地域の取組支援，空き家活用等）

●地域おこし協力隊員との協働による地域の活性化
京北地域に生活の拠点を移し，地場産業の開発，販売，ＰＲ等を

行う「地域おこし協力隊員」を全国から募集し，地域住民，行政と
ともに地域の活性化に取り組む。
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近年の京北地域の動き



３．しごとの創造（農林業等の活性化，地域資源を活かした新事業の創出）

近年の京北地域の動き
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●：目玉施策 ◆：新規・充実施策

近年の京北地域の動き 関連するビジョンの項目

・森林バイオマス利活用推進
木材搬出の経費削減や担い手育成に繋がる取組等を支援

・京都“悠久の灯り”プロジェクト
和蝋燭製造の継承と原料のハゼノキの移植等の実施

・木質ペレットの需要拡大
・クロモジ茶などの商品化 など
・上桂川“陸封アユ”セミナーの開催

●地域資源を活用した農山村の活性化

地域内に存在する木質バイオマスのエネルギー利用（木質ペ

レットの更なる活用，木質バイオマス発電の事業化に向けた検討
等），ハゼ，クロモジ等地域資源を活かした新たな商品開発を推進。

・ウッディー京北の充実
・京北森林公園のみやこ杣木製遊具等の拡充
・「合併記念の森」における森づくり活動の推進
・農家民宿の開業
・「京都京北トレイルランニング」の開催 など

●滞在型アウトドア観光，グリーンツーリズムの推進
ジビエ・地酒などの食，寺など名所の魅力を活かすとともに，

農家民宿やアウトドアスポーツを推進する。

・米のブランド化「京北米」の推進
・大規模集約型林業モデル事業の推進
・「京都京北木こり技能大会」「匠の祭典」「京北林業振
興展」の開催
・立命館大学生による「りつ豆納豆」
・木材製材施設装置，プレカット加工施設装置の整備

●農林業の持続的経営力の強化
収益性の高い農産物の新たな産地育成，大豆，蕎麦等の生産拡

大と6次産業化の推進。野生鳥獣対策や地域林業の活性化と「みや
こ杣木」の生産加工体制の整備

・納豆工場の誘致
・野菜栽培・販売企業の誘致など

◆事業所の誘致

助成制度等の活用など，地域資源を活かす事業所の立地の促進 7



近年の京北地域の動き

４．こころの創造(都市部の住民との活発な交流，こころのやすらぎの提供)

8●：目玉施策 ◆：新規・充実施策

近年の京北地域の動き 関連するビジョンの項目

・「花降る里けいほくプロジェクト」の推進
植樹，オープンガーデン支援，「ＳＡＫＵＲＡめぐり

マップ」の制作，「けいほくＳＡＫＵＲＡフェスタ」の開
催，その他ＰＲ活動を展開。

◆花の名所づくり
「花降る里けいほくプロジェクト実行委員会」や「京北花のオー

プンガーデン」による植栽活動を支援するとともに，魅力あふれる
花の名所づくりを進める。
幹線道路である国道１６２号及び４７７号には美しい街路樹景観

を創出し，京北地域全体が花降る里になるように整備する。

・「魁！！山国隊プロジェクト」「山国展」で花園大学と
連携
・京都大学と連携した「SDGsお茶会」の開催

●教育・研究機関との連携
大学の学部・研究室，企業の研究所等の誘致や，ゼミナールハウ

スと連携したクラブ活動の合宿等の受け入れを行う。

・「ツクル森」アート・クラフト・世界の音楽会の開催 ●文化芸術による京北の活性化
職人や芸術家の積極的誘致に取り組み，文化芸術を核とした活性

化を推進します。

・地域企業による外国人向け研修プログラムの開発
・北部山間地域かがやき隊員による「ブックカフェ京北」
「けいほく うたと未来コンサート」の開催
・「上桂川ラフティング体験」プログラムの導入（宇津峡
公園）

●「こころの創造」を推進する研修プログラムの構築
主に都市部の住民を対象に，心身をリフレッシュするアクティビ

ティやプログラムにより，こころの豊かさ，愉しさを提供する。
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次の5年間の進め方（案）
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【これからの進め方の提案】

・一人ひとりの暮らしから積み上げて考えてみる。

・地域主体，地域ぐるみの取組を考えてみる。

・関係主体，一人ひとりができることを考えてみる。

・地域だけでなく，内外の幅広い連携・協力を考えてみる。

これまでとは違う視点から考えてみることが必要

どうすればよいか？ 何かヒントになるものは？

■この５年間でできたこと，新しい動き

・京北小中学校開校 ・光ファイバー開設 ・移住促進に向けた窓口設置，情報発信

・地域内外の文化交流事業の実施 等

かがやきビジョンは，これからの京北のくらしを作るためのもの。



○「SDGs」という考え方が，

ヒントにできる。

・持続可能な地域社会づくりを目指すもの

・社会，経済，環境からみた課題を総合的に解決して

いこうという考え方

次の5年間の進め方（案）
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■京北のこれからに向けた取組を考えてみる

・かがやきビジョンをもとに，これからの

暮らしや地域社会のより具体的な目標を立ててみる。

・目標と現状のギャップを確認して，

そのギャップを埋めるために何をすればよいか考えてみる。

『子育て，住まい，働き方，生業，教育など，

つなげて考えてみよう！』

京北のみんなで

自分たちの未来の暮らしを語り合おう！

これからに向けて，次のポイントで考えてみよう。

①今，自分たちでできること

②今，やってみたいこと

③将来に向けて，今始めておきたいこと

【具体的な目標例】

①子どもの将来のために，京北小中学校がどうあってほしいか。

②みんなが暮らし続けるために，農林業がどうあってほしいか。

③京北で育ち，働いて子育てをしていくために，どんな地域で

あってほしいか。
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5年後，10年後の未来像から，今すべきことを大胆に考える。
そのアプローチ（手法）として，ＳＤＧｓの視点を用いる。

【未来を語る】

例えば…

子育て環境の未来

教育の未来

農林水産業の未来

環境・資源の未来

暮らしの未来
（住宅，交通他） １７のゴールは，互いに密接につながっている。

自分の目標達成が地域の目標達成につながる。
（社会，経済，環境の課題をつなげて考える）

【共有する・広げる】
ゴールへの道筋とそれぞ
れの取組・進捗を広く
知ってもらい，共有する。

【チャレンジする】
ゴールに向かう道筋を考
えて，みんなでチャレン
ジする。

【ゴールを設定する】
住民一人一人の最適と
地域の最適をみつける。

京北地域の更なる活性化へ

○取組を進めていく流れ



推進会議の検討の進め方
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【京都超ＳＤＧｓコンソーシアム】
構成：京都大学，リコー，ソフトバンク，安田産業，

ＪＴ，京都市（総企） ほか協力企業・団体

・京都市をフィールドに，産学公が連携して，SDGsの達成
に向けて，考え，行動し，発信する。

・森林資源や生ごみなど，新たな資源・エネルギーの循環構築
による持続可能な中山間地域モデルの構築（環境教育，農林業，
暮らし方・働き方も含む）

【分野別検討会】
・分野／テーマに応じて，参加を呼びかけ
・テーマ案：【教育】【農林業】【環境】

【働き方・暮らし方】
等

【京都京北未来かがやきビジョン推進会議】
（Ｒ２年８月設置）

構成：京北自治振興会，自治会，関係団体，
行政機関

目的：・かがやきビジョンの達成状況の共有
・地域主体の取組の推進

連携

【その他の方法】
・アンケートや
先進事例調査 等

地域が主体となったまちづくり
かがやきビジョンの実現へ

事業Ａ
（京都市
関係部局）

プロジェク
ト・事業
（事業者）

プロジェク
ト・事業
（NPO等）

プロジェクト
（大学）

プロジェク
ト・取組
（自治会・
住民）

○これからを進めていくための推進会議について

連携

地域主体，地域ぐるみで
進める枠組み

一人ひとりの暮らしから
積み上げて考える

外部との連携・協力，
つながりづくり

■令和２年度は，「京都超ＳＤＧｓコンソーシアム」
と連携して，推進会議の検討を進める

大きなビジョンから
具体的な目標，
テーマを設定する

※「①今できること」，「②今やりたいこと」

地域の環境や資源を生かした暮らし方，仕事などを考える

※「③将来に向けて今始めておきたいこと」

若い世代が集まる機会，次世代を育てる教育の取組など



今後のスケジュール

８月～ 第１回推進会議（書面会議）
９月～ 分野別検討会 （１０回程度）
1２～１月 第２回推進会議（中間とりまとめ）
２月 第３回推進会議（年度のまとめ）

※令和３年度以降も継続して開催する。
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