
第4次京田辺市総合計画
まちづくりプラン（パブリックコメント案）

概要版

総合計画の構成・計画期間

総合計画は、「基本構想」と「まちづくりプラン」で構成します。

【昨年度パブリックコメントを実施した部分】都市像と
それを実現するための基本的な方向性（基本方向）など
を示したもの

【今回のパブリックコメントの対象】
「重点プロジェクト」と「分野別計画」の２部構成
で、施策の体系や主要な事業を示したもの

総合計画

まちづくりプラン

基本構想

図 総合計画の構成イメージ

市では「総合計画審議会」を設置し、令和２年度（2020）に向けて、新たな総合計画の策
定を進めており、２ケ年にわたり策定を進めてきました。

このたび、「まちづくりプラン（案）」をとりまとめしましたので、パブリックコメントを
実施するものです。

●パブリックコメント意見募集期間：令和２年１月１０日から令和２年２月１０日まで
●所定の「意見募集用紙」にご記入の上、持参、郵送またはメールにてご提出ください。
●詳細は、市役所ホームページ等をご覧ください。
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・都市像である「緑豊かで健康な文化田園都市」の実現に向け、基本構想の方
向性に沿った「まちづくりプラン」の施策事業を展開していくなかで、今後４年間で重点
的に取り組むプロジェクトのことです。
・市長がマニュフェストに示す５つの重点政策を基に、ワークショップなどの市民の意見
を踏まえ、まちづくりプラン施策体系の分野を横断して、戦略的・重点的に取り組めるよ
う、「５つのプロジェクト」と「＋１」にまとめたものです。

（次ページに続く）

重点プロジェクト

図 計画期間

[お問い合わせ先] 京田辺市役所企画政策部企画調整室〒610-0393 京都府京田辺市田辺80
E-mail：kikaku@city.kyotanabe.lg.jp
電話番号：0774-64-1310 ＦＡＸ：0774-62-3830

〈４〉子育てしやすく未来を育む文化薫るまち【文化・教育】
分野 施策

１ 子ども・子育て
（１）妊娠・出産・育児に対する切れ目のない

支援
（２）子どもが健やかに育つ環境づくり

２ 就学前～小・中学
校教育

（１）子どもの健やかな成長を育む質の高い就
学前教育・保育の推進

（２）就学前教育・保育施設の整備

（３）知・徳・体の調和と個性を伸ばす小・中
学校教育の推進

（４）社会の変化に対応する教育の推進

（５）教育支援の充実と地域と学校の連携推進 （６）学校施設の長寿命化と学校給食の充実

３ 文化振興

（１）文化にふれる機会の充実・文化活動の支
援・人材育成

（２）文化情報の発信

（３）文化資源の活用 （４）文化施設の整備と活用

４ 社会教育
（１）青少年の健全育成

（２）生涯学習の機会の充実・活動支援・人材
育成

（３）生涯学習拠点機能の充実

５ スポーツ振興

（１）生涯スポーツの機会の充実・活動支援・
人材育成

（２）スポーツによるまちの魅力づくり

（３）スポーツ・レクリエーション活動拠点の
充実

〈５〉活力にみちた便利で快適なまち【田園都市】
分野 施策

１ 土地利用・市街地
整備

（１）計画的な土地利用とコンパクトシティの
推進

（２）市街地の整備・再生

（３）学術研究都市エリアの整備促進

２ 道路・公共交通

（１）道路の整備促進
（２）持続可能な地域公共交通ネットワークの

形成

（３）駐輪場対策 （４）バリアフリー化の推進

（５）北陸新幹線新駅の整備促進

３ 都市環境

（１）住宅地の環境整備 （２）市営住宅の維持管理

（３）市営墓地の運営など
（４）安全で安定的な水道水の確保と省エネル

ギー対策の推進

（５）下水道の整備 （６）その他の汚水処理

（７）持続可能な上下水道事業の経営

４ 農業
（１）安定的な担い手の育成 （２）特産品の振興と販路開拓

（３）幅広い食育・地産地消の推進 （４）農地の保全と多様な活用

５ 商工業・観光・企
業立地

（１）商工業の担い手の支援・育成と経営支援
の強化

（２）商業施設などが集積した便利で魅力ある
空間形成

（３）市民・企業の連携強化
（４）観光資源の開発と広域的な観光施策の推

進

（５）産学連携による新産業の創出 （６）利便性を生かした企業立地の促進

〈６〉まちづくりプランの推進のために【市民協働・行財政運営】※基本姿勢に基づく
分野 施策

１ 情報発信・参画協
働・コミュニティ
活動の

（１）広報広聴の充実とまちの魅力発信 （２）開かれた市政の推進

（３）市民参画・協働の推進と地域コミュニ
ティの活性化

（４）活動拠点の充実

２ 交流・連携の推進 （１）大学などとの交流・連携推進 （２）広域行政・都市間交流などの推進

３ 持続可能な行財政
運営の推進

（１）効率的・効果的な行政運営の推進 （２）職員の人材育成

（３）持続可能な財政運営の推進 （４）公共施設マネジメントの推進



重点プロジェクト・分野別計画の概要
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分野別計画

〈１〉安全で心安らぐ優しいまち【安全・安心】
分野 施策

１ 防災・減災 （１）防災・減災・危機管理体制の強化 （２）災害に強いまちづくり

２ 消防
（１）消防体制の充実強化 （２）火災予防の充実強化

（３）救急救助体制の充実強化

３ 治水 （１）河川整備・治水対策の促進 （２）小河川等の整備

４ 交通安全・防
犯・消費生活

（１）交通安全対策の推進 （２）地域防犯対策の推進

（３）消費者被害対策の推進

５ 平和・友好交流 （１）平和都市の推進
（２）国際交流の促進と外国人が暮らしやすい

まちづくりの推進

６ 人権尊重・男女
共同参画

（１）人権教育・啓発の推進 （２）人権擁護体制の充実

（３）男女共同参画社会の実現

〈２〉緑に包まれた美しいまち【緑】
分野 施策

１ 自然環境・都市
緑化

（１）里山の緑の保全と再生 （２）公園の整備

（３）街なかで水や緑に親しむ環境整備 （４）市民協働による緑あふれるまちづくり

２ 都市景観・生活
環境

（１）良好な市街地景観の形成 （２）まちの美化

（３）水質・騒音等の監視 （４）不法投棄の未然防止

３ 地球温暖化対策・
循環型社会

（１）温室効果ガスの排出削減 （２）ごみ減量化・再資源化・適正処理の推進

（３）市民協働による環境施策の推進

〈３〉いきいき健康で明るいまち【健康】
分野 施策

１ 健康づくり
（１）生涯を通じた健康づくりの推進 （２）健康管理の促進

（３）地域医療体制の充実 （４）感染症対策の推進

２ 地域福祉
（１）地域ぐるみの福祉のまちづくり （２）地域福祉の推進体制の充実

（３）地域福祉活動拠点の充実

３ 高齢者福祉
（１）高齢者の生活支援と介護予防の推進 （２）高齢者などに対する包括的な支援

（３）高齢者の社会参加と生きがいづくり

４ 障害者福祉
（１）障がい者福祉サービスの充実 （２）障がいのある人の社会参加の促進

（３）障がい者団体の育成と支援

５ 社会保障

（１）介護保険 （２）国民健康保険

（３）後期高齢者医療制度 （４）国民年金

（５）医療費等助成 （６）生活困窮者の自立支援

重点プロジェクトⅠ 生み育てる喜びが感じられる子育て支援と人づくり
・市立幼保連携型認定こども園の整備、民間保育園などの整備促進
・中学校完全給食の早期実現
・地域・学校と連携した小学校通学路の安全対策
・男性の家事・育児参画促進と、市民、事業所向け

ワーク・ライフ・バランスの啓発 など

重点プロジェクトⅡ 市民協働による安全・安心な地域のまちづくりプロジェクト
・市民による主体的な地域課題解決に向けた仕組みづくり
・自主防災組織の強化と地域の防災リーダーとなる防災士の資格取得助成
・地域住民との連携による防犯啓発活動と防犯カメラ

防犯灯の設置など防犯環境の整備
・若者と高齢者が同居し交流するソリデール事業*の実施
・京奈和自動車道田辺西ＩＣ西側における防災広場の整備
・水害からの安全性の確保に向けた治水対策の推進 など

重点プロジェクトⅢ だれもが安心して暮らし続けられる支え合いづくりプロジェクト
・まちづくりと連携した持続可能な公共交通ネットワークの形成
・障がいのある人の生活を地域社会全体で支えるサービス提供体制の構築
・子育て世代包括支援センターの機能向上
・地域子育て支援拠点施設の利用促進
・高齢者の社会参加と生きがいづくり
・認知症になっても安心して暮らせるまちづくり など

重点プロジェクトⅣ まちの利点を生かした産業振興と未来への基盤づくりプロジェクト
・家庭のエコ支援（太陽光と蓄電池の設置補助）、

COOL CHOICE*の普及啓発
・枚方市との広域化による可燃ごみ広域処理施設の整備
・自主財源の確保と雇用創出に向けた大住工業専用地域の拡大
・学研都市（南田辺西・東地区）の整備促進 など

重点プロジェクトＶ 時代の変化に対応した新たな都市づくりプロジェクト
・農福連携をテーマとした公園整備
・緑を楽しみ水辺に憩いながらウォーキングできる環境づくり
・田辺地区における組合施行の土地区画整理事業による新市街地整備の促進
・文化施設を核とした複合型公共施設の整備
・都市計画道路大住草内線の整備推進
・水道管基幹管路などの更新・耐震化、下水道施設の長寿命化
・農業の担い手となる認定農業者など農業後継者の育成支援
・玉露・碾茶、ナス、えびいもなどの農産物のブランド化を支援
・お茶の京都ＤＭＯ*との連携による広域的な観光施策の推進 など

・基本構想の基本方向（５つの柱）と基本姿勢に基づき、２７の分野、９８の施策、約２
００の主要事業によって構成しています。概要版では、分野と施策のみを掲載しています。
（※重点プロジェクトとの関係…分野別計画の主要事業のなかに、重点プロジェクトの取組みが含まれて
います。）

重点プロジェクト＋１ 開かれた行政、市民と未来を創る市役所プロジェクト
・ＳＮＳを活用した情報発信の推進、“映（ば）える”スポット、モノなどを発信
・ＡＩ-ＯＣＲ*、ＲＰＡ*などによる事務作業の効率化推進、ＡＩによる保育所マッチングの実施
・行政改革実行計画の推進
・第４次総合計画まちづくりプランレビューによる重点プロジェクトの進捗管理
・同志社などとの連携推進 など

国際連合が持続可能な開発目標として掲げるＳＤＧｓと、市の総合計画とはその方向性において共通する部
分が多く、総合計画の取組みを推進することで、ＳＤＧｓの目標の達成に貢献することができると考えられること
から、関連する主なアイコンを掲載しています。

※各重点プロジェクトの主な取組みを掲載しています。

＊『ソリデール事業』一人暮らしの大学生等と自宅の一室を提供する高齢者との交流を図る、同居マッチングシステム。
＊『COOL CHOICE』地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこうという国民運動での取組のこと。

＊『お茶の京都ＤＭＯ』（一社）京都山城地域振興社の通称名。観光地域づくりの総合プロデューサー。
＊『ＡＩ-ＯＣＲ』OCR（Optical Character Recognition：光学的文字認識）にAI（人工知能）技術を組
み合わせたもの。手書き文字も認識できる。
＊『ＲＰＡ』「Robotic Process Automation」の略語で、これまで人がPCなどを用いて行っていた作業を自動化できる「ソフ
トウェアロボット」のこと。


