
●新たな「中丹地域医療再生計画」に基づき、「医療機能の選択
と集中、分担と連携」による地域医療の確保を目的に、国の交
付金２３億円を活用し、市内各公的病院の機能強化を推進

●舞鶴医療センター：脳卒中センター・周産期サブセンター
また同センター敷地内に「舞鶴市休日急病診療所」「京都府こ
ども療育センター」を新設工事中
●舞鶴共済病院：循環器センター 新病棟Ｃ棟（Ｈ２５年１２月
竣工）、Ａ棟・Ｂ棟改修工事中

●公的病院間の連携を強化するため、画像データなどの情報共
有を行うネットワークシステムを構築

●公的４病院循環バス路線の運行スタート（Ｈ２６年５月）
●各病院の医療機能のセンター化による機能充実とともに、市
内全ての公的病院が府立医科大の関連病院となり、連携が強
化（Ｈ２６年度）

●舞鶴赤十字病院：リハビリテーションセンター機能の充実・
特化（Ｈ２６年８月竣工）

●舞鶴市民病院：療養病床に特化、急性期医療を支援
（Ｈ２６年４月移転新築開業）
この２病院を接続することで医療連携体制の強化を図る

●病院職場での雇用を確保するとともに、本人の意向と医療経
験を踏まえた他の行政職場への異動で雇用継続を図る

●経営改善をはかるため、医療の専門知識を有し運営マネジメ
ントに手腕を発揮できる事務長を民間より公募採用

舞鶴市長舞鶴市長 市長自己採点

多々見良三、4年間の実績。 ●京都ＹＭＣＡによる介護人
材養成専門学校の誘致が
実現
（Ｈ２７年４月開校予定）
●介護人材確保のため、奨学
金制度の創設

●交通事業者との連携・協力
で７５歳以上の高齢者が外
出しやすい環境を整備　　
（バス・タクシー・ＫＴＲの運賃助成）

●防災行政無線の拡充整備　　　
（市内３９箇所にあらたに整備）
●携帯メール配信サービスによる
迅速・効果的な情報発信　　
（登録者：Ｈ２６年１１月時点で約
８,６００人）
●国・府等との連携により台風１８
号災害への迅速な対応と支援・
早期復旧
●由良川緊急水防災事業の整備促
進し、完成までの期間を短縮（Ｈ
２６年度完成予定）、残り１０地区
の整備を促進
（概ね１０カ年で完成予定）
●消防救急無線デジタル化等、高
機能消防指令システムを構築

●地域防災計画（原子力災害等）の
策定、原子力防災訓練を国・府・
市共同実施

●港湾利用企業の誘致を図り、２
社操業開始、３社設備増設、さら
にＨ２６年秋、物流企業倉庫開設
●日本海側拠点港に選定された京
都舞鶴港の利用促進に向けたポー
トセールス実施、企業誘致の推進

●公立３保育所をひとつにする
「統合保育所」と多世代が交流
し楽しく子育てに参加できる
「子育て交流拠点施設」を整備
（Ｈ２７年４月オープン予定）
●すべての小・中学校で校舎の
耐震化、エアコンを整備

●本市独自の市内中学統一学力
テストの導入
●子どもの医療費助成の拡大、中
学生の入院医療費助成を実施

●地域住民と市職員が一緒
になって地域づくりをする
取組を実施

●地域の自主的な事業を支
援する「元気なまちづくり
支援事業」を創設

●子どもの健やかな成長を
促すため、中学校給食を
全校で導入実施

●制度融資の充実と工場適地への
新規立地に対する補助要件の緩和
●海外支援ネットワークを構築し、
海外進出・販路拡大を支援

●働きながら資格を取る介護支援
プログラムの実施

公約
1

実績 市長自己採点

診療所も含めた医療機関の連携強化により、
箱ものに頼らない医療再編

〇 manifesto 1

公約
2

実績 市長自己採点

西地区基幹病院として
日赤病院を強化し支援する

〇 manifesto 2

公約
3

実績 市長自己採点

市民病院職員の雇用を確保しつつ、
効率のよい運営を図る

〇 manifesto 3

公約
4

実績 市長自己採点

地域福祉、介護、高齢者・障害のある人
などへの支援充実と健康対策の推進

△ manifesto 4

公約
5

実績 市長自己採点

子育て支援、魅力ある教育活動の充実など、
子どもの未来を拓く取組の拡大

〇 manifesto 5

公約
6

実績 市長自己採点

地域コミュニティ活動の充実・支援と
生涯学習・生涯スポーツの振興

△ manifesto 6

公約
7

実績 市長自己採点

子どもの健康を考え、
中学校の給食化を推進

〇 manifesto 7

公約
8

実績 市長自己採点

消防団等の地域活動と連携した
危機管理・防災体制の強化

〇 manifesto 8

公約
9

実績 市長自己採点

京都舞鶴港を活かした企業の誘致と
新規産業の創造

〇 manifesto 9

公約
10

実績 市長自己採点

地域を支えている既存企業への
支援拡大と雇用環境の充実

manifesto 10△ ×～
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●国道２７号西舞鶴道路の用地買収に着手、臨港道路上安久線
は、地元合意の取組推進
●府道白鳥線白鳥トンネルの４車線化が決定
（平成３０年～３１年の完成目標）
●通学路の安全対策や歩道の整備、バリアフリー化を推進
●総合文化会館大ホールの改修や
文化公園体育館の空調整備に着
手（Ｈ２６年度完成）
●公共下水道の整備促進、上水道
施設の改良、橋梁・漁港・公園
等の施設の長寿命化推進

●市長と一般職員との「市長ミーティング」の実施
●市職員を外務省・全国市長会等に派遣、国土交通省職員の本
市受け入れなど、人事交流で職員の能力・専門性の向上を図る
●専門知識を有する多様な職員の任用制度導入
（Ｈ２７年度から施行）

●「災害時における旧軍港市相互応援に関する協定」締結
（Ｈ２４年９月）
●東京事務所開設

●「地域づくりサポート事業」の実
施、市民・職員で構成する「政策
づくり塾」の開設

●全国初、「海上自衛隊舞鶴音楽隊＆海上保安庁音楽隊ジョイ
ントコンサート」開催
●海上自衛隊と共催で、全国から選手を迎え「赤れんがハーフマ
ラソン」実施
●海フェスタ京都開催

●「高等教育機関振興方針」の策定
●日星高校の特進コース設置等に対する支援、東舞鶴高校
「チェンジ・トーマイ」取組支援
●ポリテクカレッジ京都と連携し、ものづくり等人材育成の奨学
金制度創設

●Ｈ２７年インターハイでレスリング競技の誘致実現

●広報まいづるの充実、メール配信サービス
実施
●公開事業評価の実施と市民目線による施
策の見直し実施

●債権管理条例の制定
●公共施設マネジメント白書の作成

市長自己採点結果
〇…３点  △…２点  △～×…１点  ×…０点 82.６点合計５７点／６９点

６９点満点で５７点➡
100点満点中

多々見良三舞鶴市長の詳しい活動内容は
ホームページでご覧いただけます。
http://www.tatami-rz.net

たたみ良三
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●日本海側拠点港選定の実現
●国際フェリー航路実現の取組　　　
（韓国浦項港とのトライアル運行実施）
●外航クルーズ船の寄港の飛躍的拡大
H23年 4隻・H26年15隻
●国際コンテナ貨物の拡大　　　　　
（Ｈ２２年４,１００ＴＥＵ、Ｈ２６年９,１
００ＴＥＵ見込）
●ナホトカ市、大連市との姉妹都市交
流事業の実施や日ロ沿岸市長会議の
本市開催

●「年収４００万円のむら
づくり」を目指した地
域雇用創造推進事業
の実施
●地場産品を使った新
商品開発や地酒消費
促進セミナー実施

●京都市中央卸売市場
との連携による地場産
品の販路拡大

●リーディング産業チャレンジファンドを創設し、企業活動を支
援（１４件採択のうち、初年度採択の６件で２４名の雇用創出）

●市内企業の実力を国内外に発信する「まいづる元気産業情報
センター」の開設
●市内外企業の協働開
発によるＥＶ（電気自
動車）スポーツカー等
の開発支援

●有害鳥獣の個体数規制を導入
●集落営農組織（株）よほろファーム、農事組合法人大浦ファー
ム、池内作業受託合同会社の設立支援

●家庭用太陽光発電の導入支援、電気
自動車の普及・供給設備導入支援
●舞鶴高専、日本海海洋気象センターと
の連携により「新エネルギー導入調査
事業」を実施

●文化振興基本指針の策定

●赤れんがを活かした観光
拠点「赤れんがパーク」の
グランドオープン
●舞鶴の魅力「赤れんが」
「海・港」の情報発信や観
光支援で観光客の増大　
（平成２５年観光入込客数
１８３万人、対前年比１４
%増・過去最多）

●舞鶴観光公社を設立し、
まいづるツアーの企画や
舞鶴の魅力紹介を推進

●舞鶴引揚記念館収蔵資料
が、ユネスコ世界記憶遺
産登録国内候補に決定　
（平成２７年５月から８月
頃、パリにあるユネスコ
本部で登録の可否が決
定予定）
●全国１０地域の観光圏の
ひとつとして府北部５市
２町を区域とする「海の
京都観光圏」に観光庁よ
り認定される　　　　
（Ｈ２６年７月）

公約
17

実績 市長自己採点

道路や公園の整備等、
都市としての基盤整備の充実

〇 manifesto 17

公約
20

実績 市長自己採点

地域主権時代に向けた市役所職員の
能力開発と職員による地域活動の強化

〇 manifesto 20

公約
23

実績 市長自己採点

広域都市間ネットワークや企業との
連携による政策の多様化と充実

〇 manifesto 23

公約
21

実績 市長自己採点

地域を支える公共人材の育成と
市民活動への支援

△
manifesto 21

公約
18

実績 市長自己採点

海上自衛隊や海上保安庁、海洋気象台
など、国や府の機関との連携強化

〇 manifesto 18

公約
22

実績 市長自己採点

市内高等教育機関や様々な大学等との
連携交流の知恵の拡大

〇 manifesto 22

公約
19

実績 市長自己採点

市民目線での行財政改革の実行と
健全な財政運営

〇 manifesto 19

公約
11

実績 市長自己採点

時代に合わせた福祉・健康・環境分野
での雇用の拡大の推進

△ manifesto 11

公約
16

実績 市長自己採点

環境都市に向けた
取組の充実と
地域文化の振興

△
manifesto 16

公約
14

実績 市長自己採点

有害鳥獣対策・経営基盤強化など
諸問題解決を含めた農林漁業の振興

× manifesto 14

公約
12

実績 市長自己採点

豊かで魅力ある観光資源を活かした
観光ブランドの充実と観光産業の強化

〇 manifesto 12

公約
15

実績 市長自己採点

京都舞鶴港の振興整備と
新たな賑わい創造

〇 manifesto 15

公約
13

実績 市長自己採点

農水商工連携などによる
地場産業の強化

manifesto 13△ ×～
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