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１．南丹市について

基本情報
総⾯積：616.40㎢
⼈⼝ ：31,206⼈
世帯数：14,270世帯

そんな南丹市の
問題点とは？

南丹市は、京都府のほぼ中央に
位置しており、北は福井県と滋賀
県、南は兵庫県と⼤阪府、⻄は綾
部市、京丹波町、東は京都市、⻲
岡市に隣接する⾯積616.40平⽅キ
ロメートルのまちで、京都府の約
13％を占める。
南丹市は緑豊かな⾃然が特徴で、

⼤半を丹波⼭地が占め、北部を由
良川が、中・南部を淀川⽔系の桂
川が流れ、その間にいくつかの⼭
間盆地が形成され、南部は⻲岡盆
地につながっている。

©https://www.openstreetmap.org/copyright



２．少⼦⾼齢化と南丹市①
• 南丹市は⽣産年齢⼈⼝も年少⼈⼝も減少傾向にあり、推計値は今後さらに減少すると
されている。
• ⼈⼝構成においても将来⾼齢者が占める割合がさらに⼤きくなることは明らか。



２．少⼦⾼齢化と南丹市②

• 南丹市からの転出数が転⼊数を上回り
⼈⼝減少が進⾏。

• 転出の⼤半を⽣産年齢⼈⼝が占めており、
特に20代の転出が⽬⽴つ。



２．少⼦⾼齢化と南丹市③

将来負担⽐率とは

将来負担すべき実質的な負債を⽐率
にしたものであり、将来的に財政を
圧迫する可能性の度合いを⽰す指標。

• 少⼦⾼齢化の進⾏は、まちに様々な影
響を及ぼす。

• 中でも特に南丹市において深刻な影響
となっているのが将来負担⽐率であり、
全国平均の約３倍の数値となっている。

全国平均の
約３倍



２．少⼦⾼齢化と南丹市④
・南丹市では、少⼦⾼齢化に伴い
⼾建て住宅の空き家が増加して
いる。

・京都府の空き家率ランキングでは
トップ3にランクイン

1位 宮津市 26.2％
2位 京都市東⼭区 22.9％
3位 南丹市 20.2％

スマイティ「京都の空き家率ランキング」

・空き家の増加は外部不経済や
⼟地利⽤の⾮効率化を招く。

・さらに、空き家率が30％を超えると
⾃治体は財政破綻するとも⾔われている。

全国平均の13.3％
より6.9pt⾼く、
京都府平均12.7％
より7.5pt⾼い
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南丹市「南丹市⼈⼝ビジョン（案）」

・南丹市からの転出の理由
第2位が「働く場所がない」
で、全体の33.7％を占める。

南丹市「⼈⼝ビジョン（案）」

・学⽣に対するアンケートでは、過半数が
「南丹市を出たい」と回答し、その理由の第1位も
「市内に就職先が少ないから」であった。

・実際に、南丹市の企業数、
事業所数は全国平均以下で
減少傾向のある。

・また地域活性化のために重要
な取り組みは「企業誘致及び
新規産業の創出」と回答。 南丹市「⼈⼝ビジョン（案）」



４．課題と対策
《課題》
・⽣産年齢⼈⼝の転出を⾷い⽌める
・進学、就職による若者の流出を⾷い⽌める
・空き家率の低下

《対策》
・企業誘致、起業しやすい環境の整備などによる新規産業の創出
・雇⽤の創出
・⼈⼝の転⼊



５．現在の取り組み①

《概要》
地域コミュニティの衰退や
経済活動の縮⼩に⼤きな影
響を与えうる少⼦化・⼈⼝
減少を改善すべく学校教育
の充実や産業の活性化など
により、地域の魅⼒の向上
を⽬指すもの。

《成果》
先述の通り少⼦⾼齢化に
⻭⽌めはかかっておらず、
当該計画だけでは進⾏の
抑制に及んでいない。
これからの⼈⼝変動予想
でも上昇する可能性は少
ないとされている。

京都府南丹市定住促進アクションプラン



５．現在の取り組み②

《概要》
市として空き家問題解決に向け

て空き家バンクに登録した⾃治体
などに対して 1物件当たり2〜3

万円の報奨⾦を⽀給する取り組み。

《成果》
南丹市の空き家率は未だに
⾮常に⾼い数値を維持して
いる。

空き家対策としての空き家バンクの活⽤

この2つの政策はそれぞれが単独で⾏われており、
⾦銭的にも⾮効率で効果も薄くなってしまっている。
→①と②の取り組みをまとめて⾏える政策を提⾔する。

⼈⼝減少の解決

空き家問題の解決

今回の政策

＋

↓



６．政策提⾔①

南丹市にベンチャー企業を加え(ADD)ベンチャー特区にする
ことで、南丹市が現役世代で栄える町へ、そして都市にいた
⼈々が⾃然の中で暮らす新たな働き⽅への冒険(ADVENTURE)
の⼿助け、後押しをする政策。



６．政策提⾔②

《事業内容》
• 南丹市の空き家を所有者からベン
チャー企業に無家賃で貸し出し、
オフィスとして利⽤してもらう。

• ベンチャー企業は所有者に対して
空き家にかかる税⾦を⼀部負担する。

ベンチャー企業 空き家

都市から離れ、
⾃然の中での

新たな働き⽅の確⽴

外部不経済の解消
及び所有者の

維持費等負担軽減

×

南丹市にベンチャー企業を
誘致することで、

南丹市が現役世代で溢れ
少⼦⾼齢化の解消を促す



７．全国的な企業誘致の流れ①

現在⽇本では、内閣府が「国家戦略特区」とい
う取り組みを⾏っている。「国家戦略特区」とは、
「世界で⼀番ビジネスをしやすい環境」を作るた
めに、地域や分野を限定し⼤胆な規制・制度の緩
和や税制⾯の優遇を⾏う、規制改⾰制度である。

なぜベンチャー企業に着⽬するのか？
企業のスタートアップ⽀援は
経済成⻑において⾮常に重要で
あると、国家が認識している

事例①福岡県福岡市
福岡市はグローバル創業・雇⽤創出特区と

して、創業の⽀援と雇⽤の創出に取り組んで
いる。
市が国に提案し実現したスタートアップ法

⼈減税に加え、市独⾃の市税の軽減措置とし
て、法⼈市⺠税の法⼈税割を最⼤全額免除す
る制度を創設。

福岡市内に若い企業を誘致し、
街の更なる活性化を促進する。

事例②兵庫県篠⼭市
旅館業法により、

宿泊施設ごとにフロ
ントを設置するのが
義務だったが、規制
緩和により複数の施
設を１つのフロント
で運営することが可
能に。これにより散らばった古⺠家・空き家を
⼀括管理し、効率的な運営を実現。

国家戦略特区公式HP



７．全国的な企業誘致の流れ②
ベンチャー精神の根付いた街・京都

京都に本社を置く企業は数多くあるが、
なかでも東京に本社を移さずにいきなり
世界市場に⾶び込んだベンチャー精神旺
盛な企業が多数存在する。
(ex.京セラ、島津製作所、オムロン等)

京都市に隣接する
南丹市もベンチャー精神に

溢れているのでは？

南丹市のベンチャー企業先例
実際に、南丹市に本社や⼯場、産地を置くベンチャー企業の成功例が存在する。

①男前⾖腐店株式会社
2005年に倒産した⼤⼿⾖腐メーカーの京都

⼯場を買い取り、南丹市に本社を置く。その
後商品は全国的に流通する⼀流企業に。

②こと京都株式会社
京都伝統野菜の九条ネギを⽣産。温暖化

の進⾏により夏季の⽣産が難しい状況に
あったが、南丹市の美⼭産地は⽣産に適し
た気候で、夏でも全国に九条ネギを届ける
ことを可能にしている。



７．全国的な企業誘致の流れ③
南丹市×ベンチャーの可能性

⽇本全体の流れ 南丹市のポテンシャル
南丹市には、広⼤な⾃然をはじめとした

地域資源やるり渓温泉などの観光施設もあり、
外部から⼈を集める魅⼒が⼗分にある町であ
る。さらにベンチャーの先例から、南丹市に
はまだまだビジネスチャンスが眠っている。

南丹市で活躍するベンチャー企業を⽣み出す
ことで、⽇本全体の地⽅創⽣において⼤きな
⼀歩を踏み出すことができる。

国家戦略特区という取り組みからも分
かる通り、地⽅での企業⽀援は国家も着
⽬する分野であり、今後は指定地域に留
まらず全国的に広げられる取り組みであ
る。



８．事業の仕組み①

京都府

南丹市

ネットワークの
整備・⽀援

情報提供・仲介
・バックアップ

空き家所有者

ベンチャー企業

南丹ADDベンチャー
ネットワーク

マ
ッ
チ
ン
グ

地銀をはじめとする
地域の⾦融機関

⽇本政策⾦融公庫や
商⼯中⾦などの
政策⾦融機関

融資
税収の増加
⼈⼝の流⼊
空き家の減少

現役世代の増加により、
南丹市の活性化を促す！



８．事業の仕組み②

空き家所有者 ベンチャー企業

南丹ADDベンチャーネットワーク

無家賃で
空き家を
貸し出す

固定資産税など
空き家の所有にかかる
税⾦の⼀部負担

⾯倒な空き家の維持・管
理を企業に⼀任できる！
空き家所有にかかる
税⾦の負担が軽減！

借りた空き家は
⾃由にリフォーム可能！
無家賃のためビルの⼀室
を借りるよりも圧倒的に
経費を削減できる！



９．事業のメリット
ベンチャー企業

《課題》
・⼟地代や
設備投資などの
資⾦⾯の問題

空き家及び所有者

《課題》
・空き家の所有
⼜は解体に伴う費⽤

・管理⼈の⾼齢化

南丹市

《課題》
・⼈⼝減少、少⼦⾼齢化
・空き家増加による町の
景観、防犯、衛⽣問題

無家賃でオフィスを借りる
ことができ、低コストで

事業を始められる

空き家の維持管理を
任せることができ、
税負担も軽減される

空き家に企業を誘致する
ことで、空き家の減少、
労働⼈⼝の転⼊、地域経済

の活性化を促進

これらを叶えるのが



10．南丹ADDベンチャーが
もたらす未来

企業誘致をきっかけに人々で溢れる南丹市へ。

地方創生のロールモデルとして日本全国の普及へ。

都市一極集中の国から、新しい日本の姿へ。


