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第８回 向日市地域活性化会議 会議要旨

１ 開会

２ 議事

（１）提案書の修正案について－提言書修正案説明－（事務局）

※提言書下線部分について文言追加及び修正

（２）その他

【議論要旨】

＜全体について＞

●委 員

・タイトルの「商工業活性化に向けた提言」では農業が抜けている。「向日市の地域活性化に向けた提

言」でよいのではないか。

●委員長

・異論がなければそのようにしたい。

－特に意見なし－

●委 員

・5頁「③北部新市街地と阪急東向日・ＪＲ向日町駅の連携軸づくり」は、北部、ＪＲ、阪急の順番で

はないか。具体的な取組も同じ。

●委員長

・阪急東向日駅とＪＲ向日町駅を入れ替える。

●副委員長

・「１提言の基本的な考え方」は、フォントや形式（タイトルのナンバリングなど）の統一が必要。

●委員長

・イメージ図などが入るとわかりやすくなる。市民にできるだけわかりやすくしてほしい。

●事務局

・形式については整理したい。

・ルート図や写真が入るようにしたい。

日 時 平成 21 年 9 月 28 日(月) 19：00～20：30

場 所 向日消防署 3階講堂

内 容 １ 開会

２ 内容

（１）提案書の修正案について

（２）その他

出席者 高嶋委員長、吉田副委員長、小森委員、戸村委員、永井(誠)委員、布施委員、

有馬委員、岩口委員、永井(守)委員、峯森委員、長谷川委員、山口委員、

佐野委員、能勢委員、松井委員、森久委員、瀧山委員、和田委員
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＜２ 商業の活性化について＞

●委 員

・どこのまちでもキャラクターがいる。向日市にはあるのか。

●事務局

・「たけのこ坊や」「ひまわり娘」があり、ＰＲ活動や冊子のキャラクターとして使っているが、最近は

あまり利用していない。

●委 員

・インパクトが弱いところもあるが、目にふれるようなものがあればいい。

●委 員

・我々の意見も入って、前回より具体的になった。

・個人的には、提言なのでインパクトがあった方が面白い。無理は言わないが、例えば「つぶれたくな

ければこうしよう！」「つぶしてしまえ競輪場！」と打ち出した方が面白い。こうしないとつぶれる、

と言われれば目を通す人も増えるのではないか。

・競輪場にふれている項目もあるが、京都府が検討している今が重要。長期的な課題にせず、提言やア

イデアを盛り込み、議論を喚起するきっかけにできないか。

●委員長

・12頁の箱書き部分の「長期的」の表現は本文では書いていない。なくてもよいのではないか。

・表現的には、どのような形にしても市民に開かれた形で議論されるべき、ということを提案している。

●委 員

・競輪場については、第５次総合計画策定の段階で市民アンケートを実施している。

・京都府でもイベント誘致に取り組むなどしており、廃止ということについては選手や関連する従業員

の存在もあって、あまり大きく打ち出すことは難しい。しかしまちにとって重要な場所に立地してお

り、できるだけ早く結論を出してほしいと考えており、京都府も向日市の意見を聴きたいということ

で、近く申し入れがあるのではないか。市民の半分以上は廃止を求めており、アンケートの結果も京

都府に渡したい。

●事務局

・12頁の箱書き部分は「跡地活用」を「有効利用」に、「長期的」を「将来をみすえて」といった表現

に修正したい。

●委員長

・競輪場についても皆さんの意見で決めていきたい。市民がどのようにイメージするかも考えながら、

こういう活用方法があるといった意見があれば、お願いしたい。

＜３ 工業の活性化について＞

●委 員

・場所や数値などをもう少し特定できないか。例えばどの場所にどのような道路をつくるのか、電動ア

シスト自転車を利用するなら、自転車道、自動車道、歩行者道をどのように対応して整備していくの

か、整備後の姿がイメージできるようなものに。

・あるいはどれくらいの規模の企業を誘致するか、商業についても同様に明確な目標が示されれば、イ
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ンパクトのあるものになる。

・道路の隅切りでも具体的な場所を特定すると、イメージが明確になる。

●事務局

・まずここ、と指定しているのは寺戸鶏冠井幹線。それ以外はまだ特定するに至っていない。例えば東

部の狭いところ、新幹線の側道などを拡幅すべきといった意見もあると思う。この道路、と提示して

もらえればよい。

・東部地域はまだ全体として基盤が不十分だが、なかなかすぐには応えられていない。

●委 員

・要望としてあがっている路線があれば、それを掲載してはどうか。

●事務局

・これまでは話し合いの場所がなく、まだそうした意見を聞く段階。隅切りも道路整備も、ここをやる

べきという意見があれば、出してほしい。

●副委員長

・まだ要請のあるところの全貌が掴めていない状況。東部地域はあがっているが、地図に落とすような

ところまではいっていない。8頁や 10頁で具体的な指標があればいいが。

●委 員

・10 頁では、企業はまずどこにどんな価格・スペースの土地があるかを見て、その中から自社に合う

ところを検討していく。今はここまでしか書けないだろうが、まず比べるだけの情報を提供できるこ

とが必要。

●委 員

・工業部会でも皆さんが思い思いに意見を出されていたが、次回までに場所を特定して提案できれば、

提言も修正される。そうした意見を整理して出さないと、反映もされない。そして提言に掲載されれ

ば、取り上げられる可能性も出る。

●委員長

・工業部会の委員を中心に、具体的な場所等について伺いたい。

●委 員

・委員から具体的な意見もあがっていた。

●副委員長

・事業者意向調査から地区ごとの問題を整理しており、この地区ではこういう項目が多いといったとこ

ろまでは分析できるが、それ以上細かい部分まではわからない。

●委 員

・「安全に通行できる道路を実現する」といった目標・テーマをいくつか定めてもよいのではないか。

インパクトのあるものの方が一般市民にもわかりやすい。教科書的な内容ではわかりにくいのではな

いか。

●委員長

・図面やイメージ図などでわかりやすくすることを考えたい。

●委 員

・場所を明記できればそれに越したことはないが、優先順位等については議会の意向もあり、できれば

「６提言実現の方法」などの項目で優先順位や点検のことについても示されるとよい。
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・企業立地を図る具体的な場所としては、新幹線東側の工業地域を考えたい。国道 171 号沿いには企業

が立地しているが、沿道と新幹線の間が空地になっている。土地の多くは農家が所有されていて、地

価が高いこと、また相続の問題もあり、記述できるのは道路基盤など条件整備までではないか。

●委員長

・これまでの意見などを精査し、出ている具体的な提案で盛り込めるものがないか検討したい。

●委 員

・場所の特定が難しければ、整備すべき道路のイメージでもよい。

●委 員

・できない理由も説明されればわかるが、この場ではなく、今後行政が検討される中で考えてもらえば

よい。我々としては、どれだけ生の意見を盛り込めるかを考えるべき。

＜その他＞

●委員長

・チャレンジプロジェクトの３と４は、優先順位としては「御用聞き」がより高いだろうということで、

順番を入れ替えた。

・今後、提言書案を読んでいただき、後日でもご意見があれば出してほしい。

・チャレンジプロジェクトの役割分担についても、本日初めて提案しているので、意見があればいただ

きたい。

●委 員（別紙あり）

・チャレンジプロジェクト１についても今回私自身が提案をさせてもらい、それが反映されたものとな

った。

・まちづくりについては、市民が声を上げて行政にお願いするという従来の形ではなく、もっと市民が

盛り上がることが重要。

・現在はまちごと、例えば物集女と寺戸で情報の共有ができていない。情報共有と結束を高めるため、

別紙での提案をしている。

・チャレンジプロジェクトにも地産地消があるが、外部のものを使っても一過性に終わる。例えばチャ

レンジプロジェクト１の実行後、別紙のような取組を進めていけないか。委員の皆さんの中でも、興

味のある方は残っていただき、今後を見届けてほしい。

・提案の１（情報誌の発行）～４（行政と市民の距離を縮める）は同時にもできる。これらが盛り上が

った段階で５（第３の祭りの実行）へ向かう。

・行政にどうこうしてくれではなく、まず市民が盛り上がれるようなイベントが必要と考えた。活性化

会議委員有志として３人程は今後も推進に携わっていきたいと考えているので、関心のある方は協力

をお願いしたい。

今後の日程

－10月 20 日（火）19：00～（最終会議） 市役所３階大会議室

－10 月 27 日（火）19：00～（提言＋1時間程度の市長との懇談）



向日市地域活性化会議 第８回会議

日 時 平成２１年９月２８日（月）

午後７時から同８時３０分まで

場 所 向日消防署 講堂

次 第

１ 開 会

２ 内 容

(1) 提言書の修正案について

(2) その他



商工業活性化に向けた提言

平成 21 年 10 月

向日市地域活性化会議
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提 言

１ 基本的な考え方

２ 商業の活性化に向けて
（１）エリア、ルートを設定して、人の集積・流れをつくる

（２）市内商店の活性化への活動を支援する

（３）新たな商店を育成・誘致する

３ 工業の活性化に向けて
（１）市内に立地する既存の企業を支援する

（２）新たな立地企業を誘致する

（３）ベンチャー企業を育成・誘致する

４ 連携型産業振興の展開に向けて
（１）異なる産業が連携し、総合的に地域を振興する

（２）市民と連携し、まちぐるみで産業を振興する

（３）大学等と連携し、産業の高度化や活性化を図る

（４）競輪場への地元からの意見提案を検討する

５ チャレンジプロジェクトの提案
（１）市民の意識改革プロジェクト(10 年後のベースづくり)

（２）商業ベンチャー育成モデルプロジェクト

（３）企業御用聞きプロジェクト

（４）企業誘致条例制定プロジェクト

（５）農・商・工・観光プロジェクト（地産地消）

６ 提言実現の方法
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１ 基本的な考え方

このたびの地域活性化会議においては、産学民公の多種多様な経歴と見識とを持つ 23

名の委員が参画し、数度の会議を開催してきました。そこで提起され、議論・検討を加え

られた向日市の活性化のための市への具体的な諸提言をここに提言書として取りまとめま

した。このたびの会議では、提言書作成に向けた基本的なアプローチとして、ひとまず商

業と工業とに大まかに分けて部会を設けました。そこで、各分野での課題を明確にすると

ともに、どのような展望を望みうるのか、そしてそのためにはいかなる手立てがありうる

のか、その活性化の方向性や具体策、推進体制などについて、まさしく委員皆でアイデア、

意見を出し合い、議論と検討を積み重ねてきました。

向日市の活性化に関しては、すでに平成 20 年 10 月に「地域活性化基本方針」が策定さ

れています。ここでは、少子高齢化、都市間競争、市内商工業の振興による地域の活性化、

そして、駅を拠点とした都市整備を手がかりとした活性化取り組み、などが柱となってお

り、このたびの地域活性化会議もおおむねこうした論点、課題を共有しています。

向日市の商工業の現状についての会議の基本認識としては、以下のようにまとめること

ができるように思います。まず、全般的な傾向として指摘できるのは、近年の商工業の不

活発化です。とくにキリンビール京都工場の閉鎖はその象徴でした。商工業の不活発化に

みる経済活動の減退は、雇用の減少だけでなく、まちの賑わいや市の税収の低下をも招く

ものであり、このような状況が深刻化すると、市民の生活も、また、市民・企業が必要と

する公共サービスの提供にも支障が出てくることも十分に考えられます。他方で、キリン

ビール京都工場跡地の開発は、昨今の全般的な景気低迷を受けて未だその全貌が明らかに

はなっていませんが、いわゆる「北部新産業拠点」として、住宅やショッピングセンター、

企業、そして学校などの立地が見込まれており、向日市の商工業の再活性化の起爆剤の一

つになりうるものとして多方面から期待が寄せられているところです。

さて、このたびの地域活性化会議における議論のなかでは、商工業の両方に共通する活

性化の考え方が議論され、いくつか重要な認識の一致がありました。それは、次の３点に

まとめられると思います。

１）「まちづくり」と一体となった複合的・総合的な商工業振興

第１には、地域の活性化は、単に商工業の経済的な活性化にとどまらず、むしろ市民生

活をも念頭においた「まちづくり」や「地域づくり」というより大きな視野からも考えて

いかなければならない、ということです。暮らしやすいまちであるためには、商工業の活

性化が十分条件というわけではなく、それは必要条件、前提条件でしかありません。向日

市の地域特性を考えると、その地域らしさを活かした活性化は、単に商工業のみならず、
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農業や観光、歴史文化振興が一体となった、複合的・総合的な視点から考える必要があり、

そうしてこそ、＜暮らしやすさ＞と＜賑わい＞とを備えた「住んでよし、行ってよし」の

魅力あるまちになっていくだろうということでした。

２）市民・企業・行政の連携協働による地域活性化の取り組み

第２には、行政だけでなく、企業、そして市民が連携して活性化のあり方、具体策、そ

の実施を支えていかなければならない、ということでした。先に触れたような複合的・総

合的な地域活性化は行政だけではやれるはずもありません。行政の予算には当然ながら限

りがあり、かつ市民・企業の側も自らのニーズを的確に行政に伝えて複合的・総合的な地

域づくりを実施していかねばなりません。そのためには、市民・企業・行政の３者、さら

には大学やその他学校や研究機関など広く市内外の人材や組織の参画を求めつつ、それぞ

れ適切な役割分担をし、協力しあって、地域活性化を推進していく必要があります。

３）いま地域にあるものを活かす

第３には、活性化のより具体的な方向性としては、まず何よりも、いま市内にある既存

の商店や企業の活性化支援を優先するということです。市民・企業・行政の連携を通じて、

商工業が現在直面している課題や問題を緩和するとともに、既存企業・商店のこれまでの

取り組みを見直したり、新しいつながりをつくったりするなかで、よりよいもの、より市

民のニーズ、企業のニーズに合致したものとなるよう応援し、そうして、より魅力ある商

工業のあり方、製品・サービスの開発が追求できる事業環境の整備促進が望まれます。も

ちろん、新規創業や市外からの誘致も支援していくことも重要なことであり、その体制を

整備していかねばなりません。

こうした基本的な考え方をふまえての商業および工業それぞれの活性化の方向性は、よ

り具体的には以下のようになります。２以下の提言の具体的内容は、これらの基本的な考

え方、方向性を反映したものとなっています。

＜商業振興の基本的な考え方＞

・商店が一定の場所に集中して形成されてきた「商店街」のつながりは、既存商業店舗の

減少や新規商業店舗の増加によって弱まってきている。個々の商店の創意工夫、商店主

間の連携、さらには地元の市民・行政との新しいつながりをつくるなどの試みを通じて、

「一店逸品」運動や「地産地消」の取り組みなどへとつなげ、大型商業施設にはない「オ

ンリーワン」的な新しい魅力と賑わいを生み出し、活性化していく必要がある。

・他方で、地産地消あるいは域内消費の取り組みの拡大にあたっては、情報の発信力の弱

さが指摘されている。これに対しては、市民・行政の幅広い連携にもとづいてのコミュ
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ニティ・ペーパーやタウン誌の発行、インターネットやブログなどを通じての情報発信

を充実させ、地域情報化の促進による発信力強化を図っていく必要がある。

・市全域を視野に入れた活性化というよりは、駅を拠点とした活性化を進めていく。とり

わけ、旧西国街道が重なるＪＲ向日町～阪急東向日駅～阪急西向日駅の間の沿道を、生

活・文化・歴史・観光の「にぎわいの拠点」、「中心商店街（中心市街地）」と位置づけ、

活性化を図っていく。

・歴史文化やその他地域特性を活用した観光との連携を念頭におき、たとえば、「竹・かぐ

や姫」や、「西国街道」、「長岡京」など魅力的な観光テーマおよび観光資源を活用して、

商業活性化への取り組みを推進する。

＜工業振興の基本的な考え方＞

・向日市は、地理的な外部条件から見て夜間人口を吸収するベッドタウンの特徴を有して

いるが、他方、交通インフラの充実により輸送利便性が高く、工業系企業はこの点に魅

力を感じている。「生活利便性」と「輸送利便性」の２つの特徴を両立させることが向日

市の課題であり、地域活性化のための工業のあり方を考える上で重要である。

・まず市内に立地する既存企業の支援を行い、さらなる工場の転出・廃業を防止すること

が求められる。企業と行政の交流を深めつつ「企業に親切なまち」というイメージの構

築が求められている。このために、道路交通基盤の整備や優遇融資制度を充実させるこ

となども求められている。

・企業の誘致と起業家の育成等の施策も同時併行して行われるべきである。とりわけ、企

業立地を誘致する観点からは付加価値の高い産業へのシフトを図るための構造転換の視

点が求められる。

・主に商業を中心として生活利便性を向上させること。そして、工業系企業のための輸送

利便性を維持すること。これらの施策の緊密な連携が必要となっている。
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●単発イベント重視でなく、まちの魅力を内外に発信していくところからはじめ

る。

●もっと住みよく、もっと楽しいまちを、市民が積極的に、自信を持って発信し、

来訪者を迎える。

●「竹」、「西国街道」と「長岡京」の３つを大きなテーマとしつつ、個性ある商

店の取り組みを支援する。

●「駅」をまちづくりの核として、特に、阪急東向日駅周辺とＪＲ向日町駅周辺、

及び両駅を結ぶ沿道を中心商店街（にぎわいの拠点）と位置づける。

●中心商店街と阪急西向日駅周辺、北部新市街地（キリンビール京都工場跡地）

の移動利便性の向上や歩行ルートの設定で、来訪者の回遊を生み出す。

２ 商業の活性化に向けて

（１）エリア、ルートを設定して、人の集積・流れをつくる

・商業集積や歴史・文化資源などを活かし、向日市内における人（市民、通勤通学者、市外から

の来訪者など）の集積や流れを創り出す。

・商業者などは、人の集積や流れをしっかりと引き込む、魅力ある商店・商店街づくりに取り組

む。

① 「阪急東向日駅～ＪＲ向日町駅」の活性化

・人の集積や流れを買い物客としてしっかり取り込んでいくため、既存の商業者・商業団体の

頑張りを促すとともに、新たな店舗の誘致や新規開業を目指す起業家の取り込みを図り、エ

リアの魅力を高めていく必要がある。

・「阪急東向日駅～ＪＲ向日町駅」間は向日市の中心となる商業集積地であり、北部新市街地

への商業・産業集積の効果もこのエリアの活性化に積極的に取り込んでいく必要がある。

・現状においては、飲食店を中心に店舗の立地が進む一方、歩道整備をはじめとする沿道の安

全性・快適性の確保が十分でなく、まずは道路環境整備が不可欠である。

・安全・快適な歩行空間整備が進めば、ＪＲ向日町駅の東口整備とあわせ、人の流れが拡大し

ていくことが期待できる。（市民＋日常的な通勤者の取り込み）

【具体的に取り組むこと】

・エリアの商業者・商店街等の活動支援

・「阪急東向日駅～ＪＲ向日町駅」間の安全・安心な道路環境づくり

・ＪＲ向日町駅東口の開設
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② 「阪急西向日駅～阪急東向日・ＪＲ向日町駅」のルート化

・向日市の魅力を発信していく上では、歴史文化資源の活用が欠かせない。しかし、これら資

源は市内に点在しており、阪急東向日駅～ＪＲ向日町駅周辺、阪急西向日駅周辺など交通・

集客の拠点との人の流れをつくり出せていない。

・歴史資源を活かして市民意識を高めるとともに、新たな来訪者（買い物客）を呼び込んでい

くため、鉄道駅と、向日市における主要な歴史文化資源の一つである史跡長岡京跡大極殿跡

及び向日神社をつなぐルートを設定し、共通テーマによるＰＲや戦略的イベントの展開によ

って、人の流れが生じる仕掛けをしていく必要がある。

・ルート上（及びその近隣）に位置する地域では、既存の商業者・商業団体の頑張りを促すと

ともに、来訪者や歩行者を温かく迎え、もてなす意識を高めていく必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・「阪急西向日駅・大極殿跡～向日神社～西国街道～阪急東向日駅・ＪＲ向日町駅」間の安全・

安心な道路ルートの設定

・歩くガイドマップの作成やイベントの展開による情報の発信

・ルートのイメージを形成する道路・街灯・施設看板（サイン）のデザイン化

③ 北部新市街地と阪急東向日・ＪＲ向日町駅の連携軸づくり

・阪急洛西口駅・ＪＲ桂川駅周辺への新たな企業・商業の立地は、現在の向日市民や市外から

の来訪者の流れを大きく変える危惧がある。

・一方で、住宅の整備や企業・商業の立地に伴い、新たな買い物客が生まれ、あるいはこれま

でにないタイプの来訪者を導く可能性もある。

・この北部新市街地で生まれる市民（買い物客）及び新たな来訪者を中心市街地や「阪急西向

日駅～ＪＲ向日町駅・阪急東向日」ルートに誘導し、また、中心市街地等からこれまで市内

になかった新サービス・新商業を求めて北部新市街地が便利に利用できるよう、北部新市街

地と阪急東向日・ＪＲ向日町駅の人が行き交う連絡軸をつくる必要がある。

・具体的には、両拠点を結ぶ道路を整備するとともに、それぞれの機能の重複・競合を極力抑

えるため、開発事業者等と調整しながら、立地する業種・店舗をコントロール・マネジメン

トしていく必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・北部新市街地と「ＪＲ向日町駅・阪急東向日駅」間の安全・安心な道路環境づくり

・北部新市街地と「ＪＲ向日町駅・阪急東向日駅」間のバスネットワークづくり（要望）

・双方向での情報受発信・ＰＲの仕組みづくり

（２）市内商店の活性化への活動を支援する

・市内の商業・サービス・飲食店などによる個々の商店の魅力向上、あるいは共同の取組による
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新たな活性化への取組などを支援し、買い物サービス本来の楽しさや魅力を強化する。

・また、特に新しい店舗などでは市内商店の情報が市民に十分、伝わっていないことから、まず

市内商店のことを広く市民に知ってもらうことからはじめ、市民が積極的に市内の商店で買い

物をし、口コミで市内商店の魅力を発信するような仕掛けをしていく。

① 商店・飲食店の情報発信

・個々の商店だけではなく、まちとして、あるいは複数の商店が連携・共同して市民や市外の

人に市内の商店・飲食店の情報を発信し、個店とまちの商業全体、両方の魅力で集客を図る

必要がある。

・そのため、これまでにない発想で、商業集積のマップやガイドブックの作成、市民と一体と

なった情報発信等を進めていくことが望ましい。

【具体的に取り組むこと】

・商店・飲食店ＰＲ誌の作成・配布（マップ、ガイドブック、フリーペーパー等）

→やる気のある人でスピード重視

→高齢者や若者にも入りやすい内容（従業員や店長の横顔、メニュー、値段等の具体的な情報）

・市民による向日市応援（宣伝）ブログの開設

・向日市Ｗeb サイト（ホームページ）における特色・個性ある商業・サービス業の紹介

② 共同事業の応援

・商業や飲食店の特色を積極的に打ち出し、新たなまちの魅力を創出する、商店・飲食店等に

よるテーマ型の共同まちづくりや産業活性化への取組を、まち全体として応援していく必要

がある。

・そのため、これまでにない発想で、商業集積のマップやガイドブックの作成、市民と一体と

なった情報発信、まちづくりと連携した取組等を進めていくことが望ましい。

【具体的に取り組むこと】

・テーマ型共同まちづくりグループの活動支援

→「えきえきストリート」「激辛商店街」など

・共同イベントの開催、共通デザイン街灯の設置支援

③ 個店の魅力の向上

・情報発信において、また共同事業に参加・参画するにおいても、個々の商店が魅力的なもの

でなければ、せっかく来訪した買い物客をつなぎとめ、リピーターとしていくことはできな

い。

・個々の商店の魅力向上は本来、個々の商店において取り組まれるべきものであるが、情報発

信やまちづくり運動の一環として取り組むことで個々の活動が効果的に展開され、あるいは
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個々の魅力がまち全体に効果をもたらすような連携を図っていくことが期待される。

【具体的に取り組むこと】

・一店逸品運動の促進（及び紹介冊子、通信販売の仕組みづくり）

・各店舗のＩＴ化の支援（情報化支援、個々の情報発信力強化、ネット販売支援）

・中小企業診断士等による店舗診断への支援

（３）新たな商店を育成・誘致する

・向日市の中心を形成するエリアや、阪急西向日駅～阪急東向日・ＪＲ向日町駅のルート化を図

る地域においても、商店の廃業による住宅化が進むなど、連続した線、あるいは面（エリア）

としての魅力が失われているところがある。

・便利でにぎわいのある買い物エリア、そして歩いて楽しい買い物ルートを形成していくために

も、空き店舗の活用等により、新たな商業の戦略的な誘致、あるいは新たに開業を目指す商業

ベンチャー起業家を育成・誘導し、買い物客のニーズに対応するとともに、新たな刺激や驚き

を提供する商業の魅力を発揮していく必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・空き店舗の調査及び活用に向けた取組

→大学・学生との連携

・地域やまちの課題に対応できるコミュニティビジネスの育成

→子育て、福祉、環境・リサイクル、まちづくりなどの社会公益事業、ＮＰＯ事業等

→ビジネスコンペの開催、優秀なビジネスプランへの支援制度の検討

・個性ある新たな商業施設・店舗の戦略的誘致と育成

→京都府や商工会の支援制度の情報提供、場所の斡旋・提供、開業資金の支援等

→商業ベンチャー起業家の意識啓発（開業ビジネス講座、先輩商業者との交流会）
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●工業振興の基礎として、企業、従業者が暮らしやすい、安全なまちの環境をつ

くる。

●今、立地している企業を大切にして、市外への流出を防ぐとともに、｢企業に

親切なまち｣をアピールする。

●新たな企業に積極的にアプローチするとともに、興味・関心・打診のあった企

業が立地したくなる仕組みをつくる。

●希少な土地において、企業が利用しやすい産業用地・起業スペースの確保を図

る。

●次代の向日市を担う起業家を長期的な視点で育てる。

３ 工業の活性化に向けて

（１）市内に立地する既存の企業を支援する

・市内に立地する企業の困りごとや企業情報を日常的な交流のもとに把握し、企業と行政の信頼

関係を構築する。

・企業の要請に可能なところから積極的に対応し、操業しやすいまち、企業に理解のあるまちと

してのＰＲを強化する。

① 立地している企業との信頼関係の構築

・向日市においては近年、キリンビール京都工場をはじめ、いくつかの企業が市外に流出（市

内工場が操業停止）しており、市内雇用や財政上も少なからず影響を受けている。

・現状においては、企業と行政との組織としての交流・連携は希薄であり、日常的な交流の機

会を設けることにより、企業の困りごとや要請を把握し、応えることで、事業の再構築等に

おいても事前に相談できるような信頼関係を構築していく必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・企業と行政の日常的な付き合い、定期的な交流・懇談会、企業訪問の実施

・企業困りごと相談の実施

・業務用車（トラック等）の出入りを円滑にする身近な基盤整備（道路の隅切りなど）

② 立地している企業の活性化の支援

・産業構造の変化や競争のグローバル化、地球環境問題など、環境の変化に対応した立地企業

による経営力や技術の高度化、新たな商品開発、マーケットの創出などへの、生き残りや新

たな発展に向けた主体的な活動を促進・支援していく必要がある。

・京都府、大学等との連携や同業種・異業種の交流、共同事業など、企業同士及び産業支援の
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関連機関との連携・協力を強化する必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・企業交流会・異業種交流会の開催

・京都府・大学等との橋渡し（紹介、仲介）

・企業誘致・支援制度の創設

・国・府などの支援制度活用の促進・支援

・企業活性化サポートチームづくり（府・市・商工会等の連携）

（２）新たな立地企業を誘致する

・新たな企業誘致を進めるための庁内体制の強化を図るとともに、企業誘致に積極的なまちとし

ての情報発信に努める。

・立地企業が向日市への企業誘致の姿勢に疑問をもたれることがないよう、進出企業に対する他

自治体と遜色のない優遇制度を整備する。

① 企業誘致の推進体制の強化

・企業誘致をめぐる都市間競争がますます激化・グローバル化しており、向日市においても、

座して待つのではなく、交通利便性などまちの優位性を積極的にアピールし、市民サービス

の維持・向上のためにも、新たな企業の誘致による安定的な雇用の確保及び財政基盤の確立

を図る必要がある。

・これまでは企業からの打診があっても、誘致に向けて積極的に対応する市役所内部の体制が

十分でなかったところがあり、今後は組織を横断して、円滑・積極的に企業の問い合わせや

相談に応じる体制を強化することが必要不可欠である。

【具体的に取り組むこと】

・向日市出身企業経営者、地元企業とのネットワークづくり

→事業所の新増設の情報入手、誘致

→向日市に縁（ゆかり）の経営者とも連携

・進出企業対応（応援）庁内プロジェクトチームをつくる仕組み

→相談があった際に、許認可、その他手続き等の一括化など（各課コーディネート）

② 企業誘致の優遇制度の整備

・向日市は京都府内でもごくわずかな「企業誘致条例を持たない自治体」であり、新たに立地

する企業を優遇するための制度が他都市に比べて脆弱であったため、企業からはむしろ「企

業誘致に消極的なまち」と捉えられる可能性もあった。

・都市（財政）規模からも、用地条件からも、他都市に比して圧倒的に魅力のある優遇制度の

整備は現実的ではないが、一方でまちの発展を支えた「交通利便性」「大都市近接の立地特
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性」という優位性があることから、まずは他都市に劣らない程度の優遇制度を整備し、少な

くとも「企業誘致に消極的なまち」のイメージを払拭することが必要である。

【具体的に取り組むこと】

・支援・制度融資の整備（市内企業の支援にも活用可能に）

・特に上乗せを図る特定の業種・テーマの検討

→ウェルネス（健康）ビジネス、ＩＴ・コミュニティビジネス、竹関連産業、環境、文化コ

ンテンツ、農商工連携ビジネス、高齢者生きがいビジネス等

③ 産業用地の整備

・国道 171 号沿道の産業系用途地域や北部新市街地、ＪＲ向日町駅の改築に伴い利便性が高ま

る地域など、向日市の限られた土地を効果的に活用するため、企業誘致の効果が大きく見込

める、そして快適な居住環境との調和が確実に確保される場所において、積極的かつ戦略的

に産業用地を確保・整備する必要がある。

・企業の要求に応じて、（規模や区画などが）柔軟に提供できる用地の確保に努める必要があ

る。

【具体的に取り組むこと】

・産業用地の整備

→国道 171 号沿道、北部新市街地、ＪＲ向日町駅周辺など

・産業用地情報の把握と効果的な情報発信（企業誘致推進体制からの移動）

→企業の転出、事業再構築に伴う空閑地の発生などの情報把握

→市内の産業立地可能な用地の把握

→都市基盤等の条件（用途、上下水、情報、道路 等）の情報発信

→地価、支援制度などの有無・内容のＰＲ

（３）ベンチャー企業を育成・誘致する

・多様なライフスタイルや価値観、ノウハウを有する市民人材を生かし、新たにベンチャー企業

やニュービジネスの立ち上げを促進・支援し、次代を担う産業及び小さな市域で雇用を生み出

すＳＯＨＯビジネスなどを育成・誘致する必要がある。

・国や京都府の充実した起業支援制度を活用するとともに、市内に居住する企業ＯＢなどのシニ

アパワーを積極的に活用する必要がある。

① ＩＴ・コミュニティビジネスの育成

・高い付加価値の創出や家事専業の人の仕事づくりにつながるＩＴ系企業は、市域面積の限ら

れた定住都市としての向日市の性格に合致したものであり、その育成を図ることが考えられ

る。
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・また、市民の多様化する社会ニーズや地域社会の課題に効果的に対応する産業であるコミュ

ニティビジネスは、向日市の定住性の向上に寄与するとともに、コミュニティの活性化、身

近な雇用の受け皿として期待されることから、その育成・支援を図ることが期待される。

【具体的に取り組むこと】

・創業スペースの提供

→公的な空き（余裕）施設、空き店舗等の活用など

→（小規模事業所の集積による）共同の相談窓口、交流

・国・京都府等の支援制度の紹介、情報提供、斡旋

・仕事づくり

→商工会や行政による外部委託業務の積極的な委託

→同種事業所による共同受注体制づくり

→市民へのコミュニティビジネス情報の発信（子育て、介護などのビジネス団体情報の提供）

② 起業家応援体制づくり

・市民人材の豊かさが向日市の特徴の一つでもあり、市内在住で、技術や人的ネットワーク、

経営ノウハウなどを有する企業ＯＢの組織化など、シニアパワーを活用したサポート体制を

つくっていくことが期待される。

・京都市など近接する都市において、大手企業のＯＢや大学等による起業家応援グループが活

動しており、これらのサポート体制を活用できるよう、情報提供やサポートに関する支援な

どを検討する必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・起業家応援サポートチームづくり

→ＮＰＯや大学、金融機関との連携

→市民人材（シニア層等）による起業家応援プロジェクトチームづくり

→個別の相談に対する専門分野で対応できる個人ネットワーク・登録データベース等でも可

・（市外）起業家支援（応援）グループの活用促進

→商工会や行政による情報の把握、紹介

→ビジネスサポート活用に対する支援制度の検討
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●商業・工業の振興を別々で考えるのではなく、他産業との連携や協働で相乗効

果を発揮していく。

●産業振興、あるいは商店や事業所に対する市民の理解を深め、まちぐるみ、市

民ぐるみで産業振興に取り組んでいく。

●近隣の大学・研究機関等の動向を踏まえ、新たなアプローチを検討する。

●将来の展望を見据え、競輪場の有効活用について、地元から積極的に提案する

意識・意欲で取り組む。

４ 連携型産業振興の展開に向けて

（１）異なる産業が連携し、総合的に地域を振興する

・商業と工業はもちろん、農業、観光等との連携により、商工業の新たな商品開発や効果の高い

産業施策を展開する。

・農業と地元商店や企業、観光関連業者との連携により、地元産品（筍など）の地産地消に向け

た流通システムの整備や新たな農業加工品（特産品）の開発などが期待される。

・観光と地元商店や企業との連携では、一店逸品運動や「激辛商店街」による市外からの集客、

歴史イベントや歴史資源にちなんだ土産物開発なども期待できる。また、市内工場の開放など、

工場見学をルート化する産業観光なども考えられる。

・上記のように、個々の産業分野だけで考えるのではなく、他分野の産業、あるいは歴史文化や

自然環境など、あらゆる地域資源を効果的に活用し、地域の総合的な活性化・振興を図るとい

う視点で取り組むことが必要である。

【具体的に取り組むこと】

・商工業団体の活性化

・異業種の連携による新たな流通システムの構築（地産地消、ネット販売）

・異業種の協働による集客事業の展開（産業観光、協働イベント）

・異業種の交流による新商品開発（農産品加工、土産物開発）

・グルメ観光の展開

→地元産農産物を使った統一グルメメニューの開発

→統一メニューが楽しめる飲食店マップの作成

・個性的な周遊手段の整備

→電気自転車のレンタルの仕組みづくり

・寺社をつなぐテーマづくり

→寺社の花いっぱい運動（石塔寺の紫陽花、真経寺のつつじ、向日神社の桜など、一寺社一花）
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（２）企業と市民が連携し、まちぐるみで産業を振興する

・企業は商品やサービスを提供するだけでなく、事業活動を通じて雇用や税収をもたらし、市民

の暮らしやサービスを支える役割を担っている。市民がそうした意識を持ち、また企業も「企

業市民」として、地元に貢献する意識を持ち、両者が互いに理解し、応援し合いながら、まち

の活性化を図っていく必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・市民と企業の定期的な交流・懇談の場づくり

・市民による市内企業の情報発信・ＰＲ、積極的な購入

・市内企業による地域活性化やコミュニティ振興への協力

→従業者のまちづくり・行祭事への参画など

・まちの魅力アピール戦略づくり

→「向日市」の“ひと・もの・企業”のアピール及び情報発信

（３）大学・高等学校等と連携し、産業の高度化や活性化を図る

・市内には大学は立地していないが、近接する京都市桂地域にＫＩＰ（桂イノベーションパーク）

があり、京都大学桂キャンパスや独立行政法人科学技術振興機構が設置・運営する「研究成果

活用プラザ京都」、京大桂ベンチャープラザなどが設置されている。幹線道路の整備及び阪急

洛西口駅・ＪＲ桂川駅の開設により、向日市は同地域と直結することとなった。

・こうした大学・研究機関と積極的に交流を持ち、市内企業との連携による研究開発・技術の向

上、産業用地を求めるベンチャー企業や起業家の誘導、学生による起業の受け皿づくりの連携

など、産業振興のイノベーションを進めていくことが期待される。

・また、市内には向陽高校及び西山高校が立地しており、高校生、あるいは小中学生の感性やア

イデアも産業振興に積極的に生かしていくことが期待される。

【具体的に取り組むこと】

・多様な大学、市内高等学校等との連携強化

・桂イノベーションパークと市内企業・向日市の交流・懇談

・桂イノベーションパーク地区起業家との情報交換

→産業用地の提供によるベンチャー企業の誘導

・学生による商業ベンチャーの誘致

→優遇制度の整備、スペースの提供など

→学生チャレンジショップの誘導

・高校生、小中学生との連携の検討

→産業振興の意見、アイデアの募集・活用

→高校生、小中学生の商工業等体験学習の場づくり
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（４）競輪場への地元からの意見提案を検討する

・京都府が運営する向日町競輪場は、向日市の中心部に立地しているが、近年はレジャーの多様

化などもあって、競輪施設の経営状況は厳しく、全国では閉鎖される競輪場も現れている。京

都府においても今後のあり方について内部での検討が進められているが、現在、その明確な方

向性は示されていない。

・しかし、向日市にとって向日町競輪場の立地場所は極めて重要な地点であり、その存廃、ある

いは用地活用のあり方は、まちづくりに大きな影響を及ぼすことは間違いない。

・このため、市民に開かれ、商工業やコミュニティの活性化のために活用する方策を検討すると

ともに、そのあり方の決定にあたっては、京都府の責務として、向日市民の意向が最大限に尊

重され、より良い方向性が示されるよう、要請していく必要がある。

【具体的に取り組むこと】

・京都府と地元住民・向日市との情報交換

→市民への情報の提供

・地元住民及び市民の意向把握

→京都府からの提案等に基づく
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市民の意識改革プロジェクト(10 年後のベースづくり)

(1)市民が向日市に関心を持つための雑誌の創刊(フリーペーパー)

(2)地域ごとに広報の役割を果たすサテライトショップ(情報伝達者)の確立

(3)市内商店・飲食店を紹介する市民ブログの立ち上げ

（狙い）

◯向日市内のお店や行事等の情報を市民が共有できる媒体の作成

◯情報伝達をより円滑に進めるために、発信者以外にその周辺各地域に、情報

伝達の役割をするお店や人の確立

◯向日市内のお店や人々の関係強化

○いいところ、悪いところを含めた市民による情報発信

（商工会や行政では本当に率直な意見は書けない）

チャレンジ １

（１）フリーペーパーの作成とサテライトショップの設置

①市民が少しでも向日市に興味を持つような情報収集

・有志と学生を中心とした企画と情報収集

（向日市のお店情報や観光地情報など、向日市の特徴を全面に出す）

②向日市にある店舗・会社への呼びかけ

・有志と事業者を中心に知り合いのお店への企画内容の説明、協力要請

（目標 100 店舗掲載！）

③取材・編集

・学生を中心に各店舗を取材、有志と学生によるデザイン・編集

④印刷

・初回 5000 部を予定に印刷

５ チャレンジプロジェクトの提案

できるところから成功体験を積み重ねていくため、次年度、次々年度にも取り組む

ことが望ましい事業をチャレンジプロジェクトとして、次のように提案する。

【事業概要】
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⑤発行

・有志と各店舗により配布

⑥宣伝・情報更新・再編集

・新聞社、市広報紙、有志やサテライトショップによる積極的な口コミ

・半年 1回程度の更新、定期会合を開き効果の検証、新店・新情報の収集

・有志と学生等によるデザイン・編集

（２）ブログ（ホームページ、Ｗebサイト）の開設

①ブログで発信する情報の企画研究

・テーマ設定（お店紹介、イベント案内告知、激辛商店街などの活動紹介、ま

ちの歴史、食べ物、企業紹介、お店の人物紹介など）

・情報の集め方、発信の仕方（ブログを書く人、メンテナンス・情報更新、情

報収集・取材の方法、だれの責任で実施するかなど）

②ブログの開設

③ブログの宣伝、情報更新・メンテナンス

・効果の検証、見直し・改善の検討
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平成 22 年度 雑誌(フリーペーパー)の企画・掲載店舗・情報収集、ブ

ログの内容を研究し開設してみる

【フリーペーパー】

◯地域活性化委員の有志を中心とした組織を立ち上げる

◯定期会合を開催する

◯何を掲載し、どんな情報を発信するのか検討する

◯掲載店舗収集方法を検討する

◯行政協力のもと、助成金等の運営費の捻出方法を

検討する

【ブログ】

○どんなブログで、何を発信するのか研究する

○だれが責任をもって、どんな問題があるか検討する

○一度開設してみて、評判や評価を聴いてみる

平成 2３年度 雑誌(フリーペーパー)の編集・印刷・配布と定期会合・

再発行、ブログの本格運用を検討する

【フリーペーパー】

◯前年度の企画内容をもとに本格的に取材を開始する

◯助成金等を申請する

◯編集・印刷・発行を行う

◯発行前に新聞社や広報等の媒体を使った

ＰＲ作戦を展開する

◯定期会合を開催する

◯再編集・再印刷・再発行する

【ブログ】

○評価や評判を受けて内容を見直す

○継続的な取材を続ける

○本格的な開設、レベルアップを検討する

［想定スケジュール］

目標

○フリーペーパーの発行、サテライトショップの設定

○ブログの開設・運営

役割
○地域活性化会議市民委員に
よる検討組織の立ち上げ、
研究、取材

○商工会からの呼びかけ、店
舗による取材協力

○行政との連携による運営費
支援の検討・研究

役割
○地域活性化会議市民委員によ

る取材、ブログ開設・運営
○商工会や掲載された商店にお
ける宣伝、批判や努力目標へ
の対応

○行政からの運営費支援

役割
○地域活性化会議有志（及び学
生・専門家）による取材、編
集・印刷・発行・ＰＲ、配布

○商工会からの呼びかけ、店舗
による取材協力、活動費負担

○行政との連携による運営費支
援の推進

役割
○地域活性化会議市民委員に
よる検討組織の立ち上げ、
研究、取材、ブログ開設・
運営

○商工会からの呼びかけ、店
舗による取材協力

○行政からの運営費支援
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■ 口コミ応援の実施主体と主なスケジュール

すぐ取り組むこと 中期的取組 長期的課題

商工業者 ○フリーペーパー、ブログ

作成への協力

○サテライトショップと

しての立候補と情報発

信

○個々の店舗による、魅力

ある情報を提供できる

個性的な店づくり

経済団体 ○フリーペーパー・ブログ

作成への協力の呼びか

け

○市民主体の向日市商業

ＰＲへの継続的協力・参

画

○都市セールスにつなが

る個性的な協働事業の

推進

○商工会等による戦略的

産業情報の発信

市民協働 ○どんなフリーペーパー

にするかの研究

○取材及びフリーペーパ

ーの編集・印刷

○どんなブログにするか

の研究

○ブログの開設

○市民による産業及びま

ちのＰＲ活動の継続的

な実施

○市民から店舗・事業所へ

の改善提案や要望

○産業振興の必要性、重要

性に関する市民の意識

づくり

関係機関等 （大学・学生）

○市民有志と協働・連携し

た取材・編集活動

（大学・学生）

○市民主体の向日市商業

ＰＲへの継続的協力・参

画

○まちおこしや産業振興

のための向日市の情報

受発信を考える（担う）

組織づくり

行政 ○市民主体・協働によるフ

リーペーパー作成及び

ブログ開設への支援

（検討組織の立ち上げ支

援）
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商業ベンチャー育成モデルプロジェクト

(1)商店の新規開業を促進・支援する仕組みづくり

(2)開業支援モデルとしての商業ベンチャーの開業

（狙い）

○新規開業の促進・支援に必要な制度について検討・研究する

○モデル的に開店を実施してみて、改善点を研究する

（期間限定のチャレンジショップなども検討）

チャレンジ ２

（１）新規開業促進・支援の仕組みづくり

①国・京都府等の支援制度、実施事例の把握

・どのような業種・形態への支援が行われ、成功・失敗しているか

・足りない部分はあるか

②空き店舗情報等の把握

・提供可能な空き店舗などの有無の調査

③独自の支援制度の検討

・先行事例などから、必要な補完制度の検討

（２）モデル開業

①新規開業希望者（起業家）の発掘

・公募、または希望者の発掘

②支援対象の選定

・対象となる場所を想定したコンペ・プレゼンテーション

③開業

・本格開業を目指す起業家による期間限定等も検討

④支援制度の見直し等の検討

・効果の検証、見直し・改善の検討

【事業概要】
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平成 22 年度 開業支援の制度について研究し、制度を利用する可能

性のある商業起業家を見つける

【仕組みづくり】

○国・府等の支援制度について研究する

○市内で斡旋できる場所があるか調査する

○独自の追加支援制度について研究する

○制度仮説を設定し、利用候補者に聴いてみる

【モデル開業】

○市内で開業を考える希望者の有無を調査する

（口コミ、学生への呼びかけなど）

○市内で斡旋できる場所と希望者のマッチング

平成 2３年度 実際に制度（仮）を使ったモデル商店をつくり、制度の

必要性や内容の見直しをする

【仕組みづくり】

○利用候補者の意見を踏まえ、改善する

○コンペの審査員（組織）を設置する

○効果の検証、見直し・改善を検討する

【モデル開業】

○開業予定地を想定しコンペを実施する

○実際に開業してみる

（学生によるインターン開業も視野に）

○支援しての開業の効果を検討する

［想定スケジュール］

目標

○支援制度の試行

○モデル開業の実施

役割
○商工会や最近市内で開業した
若手商業者有志等による検討
組織の立ち上げ、研究

○商工会及び行政による支援制
度や事例の情報収集、検討組
織への情報提供

○商工会、商店、行政等による
起業家の発掘

○「空き店舗情報」を商工会や
商店街、市民からの情報提供
による収集

役割
○検討組織等をベースとした審
査・検証組織の立ち上げ・運
営、モデル事業の効果検証、
改善・見直しの検討

○行政による制度（仮）の整備
と実行（適用）

○市民による積極的な購入と口
コミ等による情報発信
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■ 商業ベンチャー育成の実施主体と主なスケジュール

すぐ取り組むこと 中期的取組 長期的課題

商工業者 ○経験を踏まえた開業支

援に係る助言、制度づく

りのアドバイス

○起業家の発掘（知り合い

の情報把握など）

○起業家の継続的な発掘

（知り合いの情報把握

など）

○新たな店舗への先輩と

してのアドバイス、相談

経済団体 ○国・府の支援制度の情報

取得及び発信

○起業家の発掘（相談依頼

の受け入れＰＲ）

○起業家の継続的な発掘

（相談依頼の受け入れ

ＰＲ）

○まちづくりや商工業活

性化組織への参加者の

獲得（拡充）

市民協働 ○起業家の発掘（知り合い

の情報把握など）

○起業家の継続的な発掘

（知り合いの情報把握

など）

（ＮＰＯ等）

○ＩＴ・コミュニティビジ

ネス等の立ち上げ

関係機関等 （大学・学生）

○活用できる空き店舗な

どの実態調査

（大学・学生）

○大学・学生による実験店

舗の開設

行政 ○国・府の支援制度の情報

取得及び発信

○商業ベンチャー支援制

度の整備

○中心市街地重点整備エ

リア等の基盤整備の推

進（誘致・創業のための

魅力的な環境整備）
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企業御用聞きプロジェクト

(1)市内立地企業との懇談と課題・問題点を把握する機会の創出

(2)できるところから迅速に対応する姿勢の提示

（狙い）

○企業と行政との日常的な交流による信頼関係を構築する

○問題点や事業再構築（拡充、転出）が生じた場合の事前相談を促す

（拡充時の場所の提供・提案、転出を抑制する可能性の協議等）

チャレンジ ３

（１）市内立地企業との懇談・交流機会の創出

①企業との日常的な交流の強化

・市内企業への広報紙の配布など、まちづくり情報を提供する

・困りごとや相談のあった企業を定期的に訪問する

②企業と行政幹部等との懇談機会づくり

・企業・行政懇談会や主要企業への市長・担当課訪問を実施する

③企業困りごと相談の実施

・企業からのどんな相談も受け付けるワンストップ機能を整備する

（担当以外の相談も受け付けることでの企業への広報・周知）

（２）できるところから迅速に対応する姿勢の提示

①問題点・要望事項の庁内での迅速な共有

・相談や問題指摘があった段階で、（直接の担当以外にも）情報が行き渡る仕

組みをつくる

・セクション横断的に迅速に集まり、対応の可否を回答する仕組みをつくる

②担当セクションによる迅速な対応

・即時の対応が可能なものは迅速に対応する

・予算措置や庁内の意思決定・関係機関との調整が必要なものについて、具体

的な対応タイムスケジュールを回答する

・対応結果を迅速に情報発信し、企業・市民にＰＲする

【事業概要】
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平成 22 年度 企業と行政の交流機会をつくるとともに、日常的な相

談窓口機能を強化する

【交流機会づくり】

○企業に広報紙を配布し、情報を提供する

○企業と行政の懇談会を開催する

○企業からの困りごと相談受付窓口を設定する

【迅速な対応】

○企業からの相談を庁内で共有する仕組みをつくる

○対応方針、対応策を迅速に回答する仕組みをつくる

○困りごと相談で対応可能なものに迅速に対応する

○対応結果を公表・アピールする

平成 2３年度 相談に対する対応事例など、迅速な・真摯に対応する

事例を積み重ねる

【交流機会づくり】

○情報提供、懇談会を継続する

○困りごと相談のあった企業を継続訪問する

【迅速な対応】

○迅速な対応を継続する

○前年度相談のうち、予算化が必要なもの等について対応する

○対応結果を市民ブログや口コミで情報発信する

［想定スケジュール］

目標

○企業と行政の懇談機会づくり

○困りごと相談への対応事例の積み重ね

役割
○商工会や企業は行政との懇談
機会に積極的に出席し、意見
交換・議論

（商工会は会員以外にも呼びか
け）

○行政はまちづくり情報の提供
及び懇談会の開催と、企業か
らの相談に迅速・適切に対応
できる体制・仕組みを構築

役割
○商工会・企業及び行政は前年
度の取組を継続・強化

○行政は前年度の相談事項等に
継続して対応（セクション横
断的に）

○市民及び企業は「企業が創業
しやすい向日市」を事例とと
もに広報・ＰＲ
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■ 企業御用聞きの実施主体と主なスケジュール

すぐ取り組むこと 中期的取組 長期的課題

商工業者 ○行政・市民との懇談・交

流への積極的な参画

○行政・市民との懇談・交

流への参画の継続

○市民、行政との信頼関係

の醸成

○企業市民としてのまち

づくりへの参画

経済団体 ○会員企業、非会員企業へ

の行政・市民との懇談・

交流への積極的な参画

の呼びかけ

○行政・市民との懇談・交

流への積極的な参画の呼

びかけの継続

市民協働 ○知り合い企業等への向

日市のＰＲ

○知り合い企業等への向

日市のＰＲの継続

○市内立地企業の操業へ

の理解と信頼関係の構

築（市内企業を知る）

関係機関等 （大学、研究機関）

○企業と行政・市民との交

流への参画・支援・アド

バイス

（大学、研究機関）

○参画・支援・アドバイス

の継続

行政 ○企業との懇談会の開

催・参画

○すぐに対応できる案件

への対応

○まちづくり情報の提供

○企業からの相談に対応

する体制・仕組みの整備

○企業との信頼関係の醸

成
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企業誘致条例制定プロジェクト

(1)企業誘致を推進するための条例の制定

(2)条例制定の積極的なＰＲ

（狙い）

○他都市と対等なレベルで競争のできる立地優遇制度を整備する

○新たに条例を設置することをＰＲし、姿勢の転換をアピールする

（実際には姿勢転換ではないが、イメージを大きく変えるため）

チャレンジ ４

（１）企業誘致条例の制定

①他都市条例の把握

・近隣の競合する都市における条例等はどのようなものか

・最近、立地が進んでいる自治体の事例はどのようなものか（湖南地域等）

②条例効果の検討

・近年、近隣に立地した企業、関連のある企業等へのニーズ調査

（企業ヒアリング等）

③独自の重点分野の検討

・他都市より特に重視・優先する戦略分野の検討

（ウエルネス＝健康ビジネス、コミュニティビジネス等）

④条例案の作成、条例の制定

（２）条例制定のＰＲ

①多段階における情報発信

・制定着手段階、提案検討段階、議会議決段階における情報発信

②口コミによる情報提供

・市外企業にも届くような情報発信手段の検討

（地元企業との連携、京都府や経済団体を通じた情報提供等）

・市民ブログ等を使った情報発信

【事業概要】
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平成 22 年度 他都市事例等について調査し、向日市に必要な条例の

内容について検討・研究する

【条例の制定】

○他都市の条例について調査・研究する

○企業へのヒアリングなどから条例の効果を把握する

○向日市独自の重点分野について検討する

○条例案を作成する

【条例のＰＲ】

○制定着手段階で広報する

○検討案がまとまった段階で広報する

平成 2３年度 条例を制定し、向日市の姿勢の変化を広く積極的にア

ピールする

【条例の制定】

○議会での検討に付する

○議会での議決を経て、条例を公布する

【条例のＰＲ】

○条例制定段階で広報する

○京都府、経済団体を通じて情報を発信する

○市民ブログや口コミで、情報を発信する

［想定スケジュール］

目標

○条例の制定

役割
○商工会や最近市内に進出また
は市外に転出した企業等の条
例に対する意見・提案

○行政による他都市事例の把
握、重点分野の検討、条例案
の作成

○商工会、市民、行政等による
初期・中間段階での情報発信

役割
○行政による条例案の議会への

上程（議会議決→公布）
○商工会、市民、行政等による
初期・中間段階での情報発信

○商工会、市民、行政等による
条例の説明を求める企業など
の情報収集と、行政による出
前説明の実施
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■ 企業誘致条例づくりの実施主体と主なスケジュール

すぐ取り組むこと 中期的取組 長期的課題

商工業者 ○条例づくりに対する意

見・提案

○進出・拡充を考える企業

の発掘（知り合いへの声

かけなど）

○信頼関係に基づく規模

拡大等における行政へ

の相談（相談が常態化す

るように）

経済団体 ○条例づくりに対する意

見・提案

○進出・拡充を考える企業

の発掘（相談の受け入れ

ＰＲなど）

○まちづくりや商工業活

性化への参加者の獲得

（拡充）

市民協働 ○知り合い企業等への向

日市（誘致条例制定）の

ＰＲ

○企業進出や規模拡充等

への理解と信頼関係の

構築

関係機関等 （大学、研究機関）

○企業誘致・活性化のため

のサポートグループへ

の参画・支援・アドバイ

ス

行政 ○他都市（府内、近隣など

競合先）事例の把握

○条例案の作成

○条例の制定

○企業への情報発信

○日常的な交流や相談へ

の対応を通じた企業と

の信頼関係の醸成
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農・商・工・観光連携プロジェクト（地産地消）

(1)農産物や市内で生産された食品等の市内消費の仕組みづくり

(2)多様な産業関係者及び市民の連携による新商品の開発

（狙い）

○多様な関係者が連携・協働し、まちの一体感を高める

（産業振興のシンボル的なネットワーク事業と位置づけ）

○向日市の新しい売り（みやげ物、新商品）を創造する

チャレンジ ５

（１）農産物の地産地消の可能性の検討

①流通形態の現状把握

・農家や農協等への問い合わせ（農協や市場への出荷、直接契約、露天販売等）

②関係者の意向（課題）把握

・農業関係者の地産地消への意欲・可能性の把握

・市民や市内商店・飲食店の地産地消に対する要請・期待の把握

（どのような方法による販売を求めるか－朝市、小売、配達等）

③農業関係者と他産業関係者・市民・大学関係者等の情報交流機会の創出

・実行に向けた意見交換、アイデア交流を行う

（２）モデル試行

①可能性の高い流通形態の仕組み検討

・朝市・露天販売、市内商店販売、飲食店提供、配達等のうち、効率性や効果

を考えて仕組みをつくる（農家、商業関係者、市民含む）

②関係者との調整によるモデル試行

・イベント的なものでも、流通の仕組みを実践してみる

・市民や市内商店、観光・工場関係者等によるＰＲを展開する

③農業関係者と他産業関係者・市民の情報交流機会の創出

・効果の検証、見直し・改善を関係者みんなで考える

・ものづくり関係での地元消費の仕組みの可能性、新商品開発の研究を行う

【事業概要】



29

平成 22 年度 農産物を主な対象に、地元産品を地元で買える（売れ

る）あるいは食べられる仕組みを研究する

【地産地消の可能性検討】

○今の市内農産物の流通の状況を把握・整理する

○地元農家が地産地消にどんな意識を持って

いるかを把握する

○消費者や小売店の地産地消への期待や仕組みを

つくるにあたっての意識を把握する

○地産地消に興味・関心のある農家、商業関係者、

市民等の交流・研究の場をつくる

○観光・製造関係者、市民と連携し、農産物を使

った新商品のアイデアを研究する

平成 2３年度 地元農産物の地産地消（地元での販売、飲食）をみん

なで宣伝し、実践してみる

【モデル試行】

○効率性の高い、あるいはアピール効果の高そ

うな流通の仕組みを研究・企画する

○それぞれの関係者（農家、商店・飲食店、市

民）ごとに関係機関等と調整する

○実行の事前に口コミ等で宣伝する

○農家・商工業者・観光関係者・市民・行政の

協働で、新しい仕組みを実践してみる

○新商品を試作してみる（間に合えば、新しい仕組みで試供販売）

［想定スケジュール］

目標

○新しい流通システムの試行

役割
○農家や商業者・飲食店は、地
産地消に向けた課題を提示
し、協力・連携してその解決・
解消に向けた検討、意見交換

○市民は地産地消にあたっての
期待や実現に向けたアイデア
出し

○行政は、実態調査による現状
や他都市の成功例の把握、関
係者の交流の場づくりへの呼
びかけ

役割
○農家は農産物提供、商業者・
飲食店は販売・加工販売を実
践

○市民はイベント（朝市等）の
実施支援や消費者への積極的
なＰＲ

○行政は、事業実施の関係者へ
の調整や場所の確保

○観光・製造関係者による新商
品開発の研究・実践
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■ 地産地消の実施主体と主なスケジュール

すぐ取り組むこと 中期的取組 長期的課題

商工業者 ○地産地消の仕組みづく

りに向けた検討、意見交

換への参画

○加工・販売の実践

○加工・販売の継続

○新商品（地元食、土産物

等）の開発研究

○加工・販売の継続的実施

と付加価値向上への取

組

経済団体 ○関連イベントの企画・運

営（朝市等）

○農業・商工業・観光等の

多様な産業連携のコー

ディネート

市民協働 ○地産地消への期待・ニー

ズの表明（意見提示）

○地産地消の仕組みづく

りへのアイデア

○家庭・地域・学校等を通

じた地産地消の意識啓

発

○関連イベントの企画・運

営（朝市等）

○食育などによる地産地

消の継続的推進

（地元産品の購買等）

関係機関等 （農業関係者）

○地産地消の仕組みづく

りに向けた検討、意見交

換への参画

（農業関係者）

○農産物を安定的に供給

する体制づくり

（観光関係者等）

○新商品（地元食、土産物

等）の開発研究

○生産物の安定的な地元

への供給

行政 ○地元農産物の流通等に

関する事態把握

○他都市成功例等の把握

○関係者の意見交換・交流

の場づくり

○地産地消の拠点スペー

スの確保
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●この提言の実現に向け、経済活性化をまちぐるみの取組にしていくためには、

事業者・市民・行政が協働で実行計画の策定や具体的事業の研究・推進を図

ることができるよう、本活性化委員会有志及び行政からなる（仮称）「活性化

計画推進プロジェクトチーム」を立ち上げ、提言の実現に取り組むことが求

められる。

●また、行政はそのための支援体制及び行政内における実行体制を整えること

が求められる。

６ 提言実現の方法


