
主な修正・追加箇所一覧

◆宇治市人口ビジョン

◇②財政状況への影響

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P16
高齢者福祉に関わる費用の増加が予想される。 女性
や高齢者などが働きやすい環境を整えるとともに、

高齢者福祉に関わる費用の増加が予想される。したがっ
て、女性や高齢者などが働きやすい環境を整えるととも
に、

パブリックコメント

2 P18 ―
図表Ⅰ－１９ 人口推計結果の比較内の本市が目標とす
る人口ビジョンに吹き出しを追加

総務常任委員会

3 P18 ―

※なお、人口ビジョンにおける目標とする人口は、総合戦
略に掲げる施策の実施により目指す人口であり、今後の
市の各種計画等で採用する人口推計は、過去の実績を
ベースに推計している第５次総合計画の人口推計とす
る。

総務常任委員会

◆宇治市まち・ひと・しごと創生総合戦略

◇各具体的な施策

NOページ 修正前 修正後 意見者

1
P23～
P40

― 具体的な施策ごとに重要業績評価指標（ＫＰＩ）を追加 ―

（１）『確固たる宇治ブランドの確立』

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P23 ― 基本目標の数値目標に「観光客の宇治市満足度」を追加 庁内調整

基本目標の数値目標

資料２
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NOページ 修正前 修正後 意見者

2 P24
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○ＰＲ動画作成事業

（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○ＰＲ動画作成事業（多言語対応）

推進会議

3 P24 ―
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○インターネットを活用した情報発信の充実

推進会議
パブリックコメント

4 P24
こうした資源を積極的に発信するとともに、放ち鵜飼やス
ポーツなど新たな資源の創造し、 さらなる観光誘
客を図る。

こうした資源を積極的に発信するとともに、放ち鵜飼やス
ポーツなど新たな資源の創造と山間部にある炭山陶芸村
やアクトパル宇治なども含めた市全体の魅力的な資源を
活かして、さらなる観光誘客を図る。

推進会議

5 P25 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○観光交通対策事業

推進会議

6 P25 ―
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○グラウンドゴルフ場整備事業

推進会議

7 P25
観光客をはじめ、本市に来られた方を 宇治茶でおも
てなしするとともに、

観光客をはじめ、来訪者等を「宇治茶の普及とおもてなし
の心の醸成に関する条例」に基づき、市民・茶業者ととも
に宇治茶でおもてなしするほか、

庁内調整

8 P25
宇治茶のブランド力の向上とさらなる観光誘客を図る。ま
た、 京都府や近隣市町と連携し、より効果的な取
組を推進する。

宇治茶のブランド力の向上とさらなる観光誘客を図る。ま
た、日本遺産に認定された「日本茶８００年の歴史散歩」を
活かしながら、京都府や近隣市町と連携し、より効果的な
取組を推進する。

推進会議

9 P26 ―
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
○「日本茶８００年の歴史散歩」を活かした広域的連携

による施策の推進
推進会議

具体的な施策：魅力発信プラットフォーム運営等事業

具体的な施策：観光振興事業

具体的な施策：宇治茶活用事業
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NOページ 修正前 修正後 意見者

10 P27 ―
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
○源氏物語ミュージアム～誰もが親しめるミュージア

ム構想～
庁内調整

（２）『市民の宇治への愛着の醸成と市民によるふるさと宇治の創生』

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P29 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○文化祭開催事業

庁内調整

2 P29宇治　　愛醸成事業 宇治への愛着醸成事業 総務常任委員会

3 P29 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○保育所・幼稚園・小学校での環境啓発事業

パブリックコメント

4 P29
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○魅力発信と宇治　　愛着醸成の相乗効果的事業

（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○魅力発信と宇治への愛着醸成の相乗効果事業

総務常任委員会

5 P30
（既に先行して実施している事業）
　　○認知症地域支援事業

（既に先行して実施している事業）
　　○認知症の人にやさしいまち・うじの推進

庁内調整

6 P30 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○ふれあい収集（ごみ収集福祉サービス）
　　○高齢者アカデミーの実施

庁内調整

具体的な施策：源氏物語のまちづくり等事業

具体的な施策：市民参画・協働によるふるさと宇治創生事業

具体的な施策：宇治への愛着醸成事業

具体的な施策：誰もが生き生きと暮らせる宇治づくり推進事業
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（３）『まちの魅力を高める都市基盤の整備』

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P31 ― 基本目標の数値目標に「昼間人口比率」を追加 庁内調整

2 P31
楽しく歩ける宇治のまちを実現する仕組みを検討し、
観光客の滞在時間の延長と 市民の健康長寿日本一
に取り組む。

楽しく歩ける宇治のまちを実現する仕組みを検討し、各商
店街の取組とも協働しながら、観光客の滞在時間の延長
を図るとともに、市民が楽しく歩くことで健康寿命を延伸
し、健康長寿日本一を目指す。

推進会議

3 P32 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○中小企業振興対策事業（商店街活性化施策）

推進会議

4 P32 ―
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○宇治橋周辺地区道路整備事業
　　〇観光地のバリアフリー化推進（再掲）

庁内調整

5 P32 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○地域での交通手段確保のための取組支援

庁内調整

6 P32
時代に応じて求められる機能は変化しているため、
時代に即した公共施設のあり方を検討する。

時代に応じて求められる機能は変化しているため、市民
アンケートやワークショップなどを通じ、市民ニーズを把握
し、時代に即した公共施設のあり方を検討する。

パブリックコメント

7 P33

交流の活性化を図るための地域地域コミュニティや公共
施設の役割の再検討においては、地域コミュニティの活
性化による、つながりの強化が求められるため、これらを
担う人材の発掘・育成に取り組む。

市民主体による地域コミュニティの活性化を図るため、こ
れらを担う人材の発掘・育成など、支援策の充実に取り組
む。

庁内調整

具体的な施策：公共施設アセットマネジメントの導入

基本目標の数値目標

具体的な施策：まち巡りを仕掛ける基盤づくり

具体的な施策：交通環境等充実事業

具体的な施策：地域コミュニティの活性化
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（４）『地域経済の活力づくり』

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P34
（既に先行して実施している事業）
　　○海外　　　販路開拓事業

（既に先行して実施している事業）
　　○海外・国内販路開拓事業

推進会議

2 P35
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○金融機関と連携した事業者支援

（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
○金融機関の情報力やノウハウを活かした事業者支

援
推進会議

3 P35
就業に必要な知識・技術を習得するための研修やセミ
ナーを実施するとともに、 市域内の雇用の創出と拡
充を促進する。

就業に必要な知識・技術を習得するための研修やセミ
ナーを実施するとともに、若者から高齢者、女性や障害の
ある人などあらゆる世代・人の市域内雇用の創出と拡充
を促進する。

パブリックコメント

4 P35 ―
（既に先行して実施している事業）
　　〇障害者雇用月間・週間における雇用促進の啓発

庁内調整

5 P35 ―
（既に先行して実施している事業）
　　○宇治市シルバー人材センター運営助成

パブリックコメント

（５）『若い世代の就労・結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり』

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P36
合計特殊出生率が低い原因は、未婚率・晩婚率の高さと
少産化にあり、不安定な雇用が多いことも結婚の妨げと
なっていることから、

合計特殊出生率が低い原因は、第一に未婚者が多いこと
の影響が強いとされ、少産化も原因の一つとして考えられ
ている（京都府少子化要因実態調査）。さらに、不安定な
雇用が多いことも結婚の妨げとなっていることから、

庁内調整

2 P36 ―
（既に先行して実施している事業）
○ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援

事業
庁内調整

具体的な施策：産業活性化事業

具体的な施策：雇用促進事業

基本的方向

具体的な施策：若い世代の就労支援事業
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NOページ 修正前 修正後 意見者

3 P37
少子化の要因の一つとして、未婚率・晩婚率の高さと少産
化があることから、

少子化の要因の一つとして、２０歳代後半から３０歳代の
未婚率が高まっていることや少産化があることから、

庁内調整

4 P37 ―

（既に先行して実施している事業）
　　○第三子の保育料無償化の実施
　　〇パパママスタート事業（母子健康手帳ＧＥＴ記念日）
　　〇はじめての絵本ふれあい事業

庁内調整

5 P38 ―

（既に先行して実施している事業）
〇来庁者のこども一時預かりの実施（来庁舎子育て支

援コーナー）
〇ファミリー・サポート・センター運営事業（家事支援・

宿泊支援等）
　　〇しあわせ子育ち・子育て応援事業
　　〇乳幼児全戸訪問事業
　　〇病児・病後児保育事業（病院・保育所）
　　〇子育て支援医療費支給事業

庁内調整

6 P39 ―

（既に先行して実施している事業）
　　〇英語指導助手設置事業
　　〇宇治学推進事業（再掲）
　　〇いきいき学級支援員設置事業
　　〇図書館教育充実事業

庁内調整

7 P40
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○保幼小中　　　の連携強化

（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　　○保幼小中（教育・福祉）の連携強化

庁内調整

具体的な施策：結婚・出産支援事業

具体的な施策：子育て支援環境充実事業

具体的な施策：学習環境等充実事業

具体的な施策：保幼小中の連携教育推進事業
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NOページ 修正前 修正後 意見者

8 P40
子育てを担う世代が安心して育児ができるよう、　　　　地
域で子育てを支える仕組みを構築する。

子育てを担う世代が安心して育児ができるよう、育友会・
ＰＴＡをはじめ、青少年健全育成協議会等の団体や、地域
での取組などと協働し、地域で子育てを支える仕組みを
構築する。

パブリックコメント

9 P40 ―
（既に先行して実施している事業）
〇地域の見守り活動（スクールサポーター・キッズサ

ポーター・見守り隊など）
パブリックコメント

参考資料

NOページ 修正前 修正後 意見者

1 P41
（主な具体的施策）
　宇治愛の醸成

（主な具体的施策）
　宇治への愛着醸成

総務常任委員会

2 P41
（主な事業）
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　魅力発信と宇治愛醸成の相乗効果的事業

（主な事業）
（基本目標達成に向けて今後必要な事業）
　魅力発信と宇治への愛着醸成の相乗効果事業

総務常任委員会

3 P42 ―

（２）客観的な効果検証の実施
各基本目標における数値目標や具体的な施策における
重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成度により、取組の効果を
毎年検証し、社会経済情勢の変化等に対応した施策の見
直しを図るなど、ＰＤＣＡサイクルにより、総合戦略の実現
性を高める。
さらに、効果検証にあたっては、外部有識者等を含む検
証機関を設置し、指標の達成度の検証とともに、多角的
な視点で意見を求め、効果検証の客観性を担保する。

推進会議

２．総合戦略の実現・推進に向けて

具体的な施策：地域等協働子育て環境充実事業

１．人口減少に歯止めをかける　主な具体的施策
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