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運営目標

【施策】
　市内の各関係団体・各関連団体や海の京都DMO等と連携を強化するとともに、
地域資源やICTの先端技術等の活用による魅力ある観光コンテンツの複数化によ
り、滞在時間の延長を推進し観光客の満足度向上を図る。
【達成すべき指標】
　体験プログラム参加者満足度割合（大変よい）
　　　　　：R3年度満足した割合18％　→　R４年度満足した割合25％
【指標を達成するための取組・手段等】
①地域資源を活用した新たな滞在コンテンツの造成・商品化に対する支援を実施
する。
　　（R3年度　３プログラム　→　R４年度　10プログラム）
②体験コンテンツをより利用しやすい環境づくりとして、「JTB Bokun（体験アクティ
ビティ予約システム）」の活用を推進する。
③観光人材の育成のため、観光従事者のリカレント教育セミナー等を開催する。

運営目標

【施策】
　「持続可能なマネジメントを支える体制・人づくり」「SDGｓな観光地としてのブラン
ド化」の２本の柱を基に、世界から選ばれるSDGｓな観光地の実現を目指す。
【達成すべき指標】
・現在及び将来の経済・社会・環境への影響を十分に考慮し、観光客のニーズに応
えながら地域住民の暮らしを守る「持続可能な観光」の実現
【指標を達成するための取組・手段等】
・国際認証団体によるSDGｓ観光認証基準に準ずる取組の推進。
　→事業者に対する公認トレーニングプログラムの受講促進等による推進リーダー
の養成。
　→事業所から排出される固形廃棄物の減量化（食品ロス等）の促進
　→多様な受入環境の整備促進（キャッシュレス環境整備の推進など）

観光SDGｓを推進します。

運営目標

【施策】
　市内の観光関連施設事業者等と連携し、地域一体となった観光地の再生・観光
サービスの高付加価値化を行うことにより、観光消費額の向上を図るとともに、観
光従事者の賃金・待遇の改善等、労働環境の向上につなげる。
【達成すべき指標】
　観光消費額：Ｒ1　109億円　　→　　Ｒ４　114億円
【指標を達成するための取組・手段等】
①市内の観光関連施設事業者と連携し策定する「地域観光拠点再生計画」に基づ
く、宿泊施設及び観光関連施設の磨き上げ。
②市街地エリア、文珠エリア、府中・日置エリア、栗田・由良エリアを一体化するソフ
ト事業の実施。
　（例：市内全域湯めぐり事業、各エリアを海で繋ぐ海上交通事業など）

令和４年度　運営目標

総合計画推進

運営目標

【商工観光課】

観光地の高付加価値化を推進します。
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運営目標

【施策】
　空き店舗の活用も含めた創業･第二創業等の経済活動を促進するとともに、商工
会議所とも連携しながら市内事業所の経営支援や若手経営者･起業を志す人材を
育成し、市内産業の活性化を図る。
【達成すべき指標】
　創業･第二創業件数：R2年度未実施→R4年度10件
【指標を達成するための取組・手段等】
①新たな起業にチャレンジする人材を育成するため、未来天橋塾を開催する。
②創業等支援補助金等の交付により、創業や事業承継等を支援する。
③前尾記念クロスワークセンターMIYAZUを中心とした企業間連携の促進により、
市内産業の活性化を図る。
④副業人材等を活用し、企業活動を支援する。

運営目標

【施策】
　宿泊、飲食施設の経営や農林漁業体験の提供など農林水産業と並行して行う複
合経営を推進し、市内への定着を図る。
【達成すべき指標】
　Ｒ４年度半農半Ｘインターンシップ参加者数：15人
　体験農園開園に向けたサポートを実施：旧町村単位で各１か所以上
【指標を実現するための取組・手段等】
　観光施策と連携しながら農業体験プログラムを実施する「半農半Ｘインターンシッ
プ」により、農業実習、地域との交流などを通じて担い手の確保・育成につなげる。
体験農園の開園に向け、農業委員等と連携し、地域の気運醸成や農園の運営体
制の構築などを支援する。

創業や事業承継支援を進め、商いを活性化します。

運営目標

【施策】
　企業誘致による雇用機会の拡大及び地域経済の活性化を図る。
【達成すべき指標】
　企業立地件数：R3年度3件→R4年度2件
【指標を達成するための取組・手段等】
①本市の特性を活かし環境や観光分野の企業等を中心とした誘致活動を実施す
る。
②積極的な企業訪問による情報収集を実施し、ワンストップ窓口により関係機関と
の調整等、立地企業へのサポートを強化する。
③企業誘致用地適地調査の結果等を活用し、適地情報の見える化を図るととも
に、関係機関と連携した誘致活動を強化する。

運営目標

【施策】
　商工会議所、ハローワーク、近隣市町等、関係機関・団体と連携し、求人企業と
求職者のマッチングを推進するとともに雇用･労働環境の向上を図る。
【達成すべき指標】
　合同企業説明会内定者数：R元年度13人→R4年度20人
【指標を達成するための取組・手段等】
　北部7市町連携事業及び京都労働局との雇用対策協定や京都府雇用施策等と
の連携による各種雇用確保策を実施する。
　関係機関と連携し、働き方改革の普及啓発、就業者の育成支援を実施する。

求職者の就業及び就業者の育成を支援します

企業誘致による雇用機会の拡大、地域産業の振興を
図ります。
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①運営目標

【施策】
　新型コロナウイルス感染状況、地域経済の状況に応じた的確な支援制度の構
築、支援機関や補助制度等との連携により、市内事業所のウイズコロナ、アフター
コロナへの対応を推進する。
【達成すべき指標】
　倒産・廃業件数　ゼロ
【指標を達成するための取組・手段等】
①事業再構築補助金（国・市）によるコロナに対応した事業転換を促進する。
②国府等の支援制度の情報発信、経営相談等に対して金融機関、商工会議所等
の適切な機関への取り次ぎ等を支援する。
③国府、近隣市町や関係団体からの情報収集と分析を実施する。

コロナ対策

【商工観光課】

運営目標

【施策】
　国・府・DMO等が実施する需要喚起対策と連動した効果的なV字回復策を観光協
会等と連携しながら実施し、観光による早期の経済回復を図る。
【達成すべき指標】
　元年度入込客数との比較：R3年度　52.7％　→　R4年度　80.0％
【指標を達成するための取組・手段等】
　観光協会、事業者と連携した、観光キャンペーンの実施するとともに、観光戦略
に基づく高付加価値化の取組を実施する。

観光業のV字回復を図ります。

ウイズコロナ、アフターコロナに向けた事業転換を支援
します。

運営目標

【施策】
　食の質向上と高付加価値化により、食を目的に訪れる美食のまちづくりを実現す
る
【達成すべき指標】
　食の満足度調査スコア　R3：87→R4：95（※アンケート調査による）
【指標を達成するための取組・手段等】
①大和学園との連携による新メニューの開発・情報発信
　　（アドバイザー含む）メニュー開発数５品
②農商ビジネス商談会による地元食材の活用
　　　商談成立件数R2年度３件→R4年度10件
③とり貝昼処･地産地消推進店等による地元食材活用店舗の魅力向上を図る。

美食のまちづくりを進めます。
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①運営目標

【施策】
　就業時における生活支援や技術習得への支援を行い、新規就農者及び新規就
漁者を確保する。
【達成すべき指標】
　新規就農者及び新規就漁者：Ｒ３年度５名　→　Ｒ４年度３名
【指標を実現するための取組・手段等】
　経営開始資金の活用やサポートチームによる営農指導、集落における担い手受
入環境の整備支援、半農半Xインターンシップ（再掲）、海の民学舎の共同運営に
より、担い手の確保・育成を図る。

農林水産業が次代へ引き継がれるよう、担い手の確
保・育成を図ります。

令和４年度　運営目標

総合計画推進

【農林水産課】

農地の利用集積・流動化、生産基盤の整備などを進
め、生産現場の環境を整えます。

運営目標

【施策】
　集落における話合いにより京力農場プラン※の策定を進め、持続可能な営農体
制を確立する。
【達成すべき指標】
　プラン策定集落数累計：Ｒ３年度末34集落（45％）→Ｒ４年度末62集落（83％）
【指標を実現するための取組・手段等】
　集落において現状を把握し、５年後及び10年後ごとの耕作状況を地図で見える
化し、話合いにより今後、計画的に進める施策を共通認識する。
※農業者等が話合いに基づきアンケートの実施や年齢階層別の将来地図作成、中心経営体の将来
方針策定など地域農業の将来の在り方を明確化した計画で、市町村が公表するもの。国の「人・農地
プラン」の京都府独自の呼称

運営目標

【施策】
　農道、農業用水路などの農業生産基盤を整備する。
【達成すべき指標】
　Ｒ４年度整備完了箇所数：Ｒ３年度３箇所→Ｒ４年度３箇所
【指標を実現するための取組・手段等】
　施工箇所の優先順位付けを行い、円滑に地元調整を行いながら、早期に着工、
完了する。

効果的な有害鳥獣対策の実施と捕獲個体の適正な処
理を行います。

運営目標

【施策】
○有害鳥獣の防除・防護、処理などの対策を講じ、農作物等の被害を防止する。
○有害鳥獣処理施設に係る適正かつ安定した稼働を行う。
【達成すべき指標】
○有害鳥獣による被害金額：Ｒ３年度12,300千円　→　Ｒ４年度4,200千円
○有害鳥獣処理施設の中長期的な安定稼働
【指標を実現するための取組・手段等】
○有害鳥獣を捕獲するとともに、防護柵の設置等に対し支援を行う。
○特に被害が甚大であった地域を中心に、集落ぐるみでの防除対策へ向け講習
会や話合いを実施する。
○ジビエ活用や個体数減少へ向けて技術習得に係る研修会を実施する。
○有害鳥獣処理施設の適正な運営を行うとともに、中長期的な施設の安定稼働へ
向けて地域と話合いを行いながら取組を進める。
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①運営目標

【施策】
　沿岸地域の安全安心を確保するための環境を整える。
【達成すべき指標】
　海岸保全施設の令和４年度計画分を完了する。
【指標を実現するための取組・手段等】
　海岸保全施設整備事業について地元調整を円滑に行うとともに、施工業者と綿
密に調整することにより、工事の進捗を図る。

市民・事業者が安全で安心して暮らし、働け
る環境基盤を整備します。

ブランド産品の生産拡大や農産物、水産物の品質向
上・ブランド化を図り、出荷額を増加します。

運営目標

【施策】
　「やまのいも」、「オリーブ」及び育成水産物等の出荷額を増加する。
【達成すべき指標】
①「やまのいも」出荷額：Ｒ３年度7,100千円　→　Ｒ４年度7,500千円
②「オリーブ」出荷額：Ｒ３年度2,400千円　→　Ｒ４年度6,000千円
③育成水産物等出荷額：Ｒ３年度25,000千円　→　Ｒ４年度31,300千円
【指標を実現するための取組・手段等】
①②生産拡大及び品質向上へ向けた研修の実施などの取組みを支援する。
③育成水産物の種苗数の調整及び関係者間の情報共有による生存率向上、ナマ
コの資源管理を行い、安定した生産を促進する。
①②③大和学園と連携してブランド産品等を使ったレシピづくりや商品開発を行
い、事業者や消費者へ食材としての活用を喚起し、美食のまちづくりに繋げる。
②オリーブ生産者組織の法人化及び地域登録商標の取得を支援する。

域内流通の促進による地産地消と域外への販路拡大
を推進します。

運営目標

【施策】
　地元農産物の販売力強化や市内観光関連施設等への供給など域内流通の促進
による地産地消を行うとともに、ポストコロナを見据えた都市部等への販路拡大を
図る。
【達成すべき指標】
　まごころ市組合の売上：Ｒ３年度75,000千円　→　Ｒ４年度80,000千円
【指標を実現するための取組・手段等】
○農産物集荷便の試行、ふるさと納税返礼品など野菜セットの販売、出張まごころ
市などを開催する。
○観光関連施設等における農産物の需要量、生産者による農産物供給可能量、
流通事業者における農産物の流通実態などの調査を実施する。

「農林水産業プラスワンプロジェクト」の展開など、複合
経営の推進により農山漁村の定住促進を図ります。

運営目標

【施策】
　宿泊、飲食施設の経営や農林漁業体験の提供など農林水産業と並行して行う複
合経営を推進し、市内への定着を図る。
【達成すべき指標】
　Ｒ４年度半農半Ｘインターンシップ参加者数：15人
　体験農園開園に向けたサポートを実施：旧町村単位で各１か所以上
【指標を実現するための取組・手段等】
　観光施策と連携しながら農業体験プログラムを実施する「半農半Ｘインターンシッ
プ」により、農業実習、地域との交流などを通じて担い手の確保・育成につなげる。
体験農園の開園に向け、農業委員等と連携し、地域の気運醸成や農園の運営体
制の構築などを支援する。

5



14

①

農地利用の最適化を推進します。

運営目標

【施策】
　①遊休農地の発生防止・解消
　②担い手への農地利用の集積・集約化の推進
　③新規就農の促進・農業関係人口の増加
【達成すべき指標】
　①農業委員会による非農地判断の開始　→R４年度1,000筆以上の非農地処理
　　 体験農園の検討（再掲）　→４年度※指標13-①
　②京力農場プランの策定・実質化を推進（再掲）　→４年度※指標7-①
　 　農地中間管理機構との貸借を推進　→R４年度５集落
　③半農半Xインターンシップ参加者数（再掲）　→R４年度※指標12-①
　　 若手農業者の集い開催　R３年度２回　→R４年度２回
【指標を実現するための取組・手段等】
　①②農業委員会委員が集落で積極的に話合い活動を展開できるよう支援する。
　非農地処理については、Ｒ３.３定例総会で運用方針策定済
　③多様な人材が農業に関われる受皿づくりを集落・関係機関と連携して進める。
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