
Industry
産　業 

京丹後市には、多くの機械金属工業の事業所が集

積しています。また、市内には赤坂工業団地をはじめ

５つの工業団地があり、機械金属工業をはじめ多くの

事業所が操業しています。これからの京丹後市をけ

ん引する産業のひとつとして、さらなる発展が期待さ

れており、市では、地元企業の育成や新しい企業の誘

致を図るため、各種の支援を行っています。
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As an industry that will function as a driving force for Kyotango
City in the future, the numerous machinery and metalworking
enterprises that have set up shop in Kyotango City can be
expected to expand even further. In addition, the city is providing
various kinds of support as part of its efforts to both train local
companies and attract new ones to the area.

Giving rise to 
the city’s robust dynamism

起源は古代。将来を担う機械金属工業
The roots of the machinery and metalworking industry, which shall forge the future, lie in ancient times

生活の変化に応じて、消費者が求めるものや、それ

に対応するサービスも日々 変化する中、市内各地には、

商店街が形成され、地元の方を中心に、安心できる商

品・地元ならではのサービスが日々提供され、人々が

集まるコミュニティの場にもなっています。また、市内

にはショッピングセンターなどをはじめとする大型店も

建ち並び、活発な商業活動が展開されています。

As goods and services sought by consumers change from day to
day, shopping districts are formed in every neighborhood of the
city, reliable goods and services that can only be properly obtained
locally are provided, and communities where people gather are
created. Rows of large-scale stores can also be found in the city,
such that dynamic commercial activities are being pursued.

まちのにぎわいをつくる商業
A commercial sector responsible for generating urban prosperity

ますます充実する各種講座
市内では、市民の方、市内事業所に勤務する方などを対象に、各種講座が開催されています。

内容は、ＩＴに関するもの、起業に関するもの、経営学に関するものなど多岐にわたっています。市で

は、講座の主催のほか主催団体や受講生への支援を行い、受講される方はどんどん増えています。

Take advantage of courses that enrich your life
Courses relating to IT, entrepreneurship, and business management are held in the city with intended students consisting of residents, employees of businesses
situated in the city, and others. In addition to sponsoring these courses, the city provides support for sponsorship groups and students while enrollment
continues to increase.

赤坂工業団地

京丹後起業家育成大学



合　　計 2,405229197322907483267

小計 16,9333,0401,4441,7234,1342,6823,910

分類不能の産業 2923879― 

合　　計 34,8266,3763,0843,6828,7555,8847,045

公務 1,294232117247224223251

サービス業 8,3101,6948508422,0581,1491,717

電気・ガス・ 
熱供給・水道業 

12518127162745

第

三

次

 

運輸・通信業 8681656677181165214

不動産業 525― 2101520

金融・保険業 568875446141101139

卸売業・小売業・飲食店 5,7168393455021,5041,0021,524

第
二
次 

小計 14,1352,0621,2391,4854,0512,6902,608

製造業 10,3541,2698911,0733,1922,0371,892

建設業 3,706783336406826650705

鉱業 751012633311

小計 3,7291,272398466563503527

漁業・水産・養殖業 28266198116― 1

林業 63139320315第
一
次

 

（単位：人） 

農業 

 

3,3841,193388365427500511

合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●産業別就業者数 

（資料：平成12年国勢調査） 

3― ― ― ― ― 3

その他 18422523

精密機械 2― ― ― 1― 1

輸送用機械 24― 311712

電子部品・デバイス 61― ― 212

情報通信 2― ― ― 1― 1

電気機械 8― 2― 1― 5

一般機械 994107232827

金属製品 475586716

非鉄金属 0― ― ― ― ― ― 

鉄鋼 5― ― ― 311

窯業・土石 27357462

皮革 105― ― 122

プラスチック製品 22364333

ゴム製品 

石油・石炭 11― ― ― ― ― 

化学 1― ― ― 1― ― 

出版・印刷 121― 1316

パルプ・紙 52― ― ― ― 3

家具・装備品 27612855

木材・木製品 18513324

衣服 65355191815

繊維 1,949177149270816390147

飲料・飼料・たばこ 8221― 21

食料品 467611688

（単位：件） 

 合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●製造業産業別事業所数 

（資料：平成15年工業統計調査） 

（資料：平成14年商業統計調査） 

5,1025791944121,2689261,723従業者数（人） 
合　　　　　計 

1,14315552138281182335事業所数（件） 

小

売

業

 

4,3055501893781,0207251,443従業者数（人） 
小計 

98014349128232141287事業所数（件） 
1,50425375126383254413従業者数（人） 

その他の小売業 
317511433735591事業所数（件） 
355446206662157従業者数（人） 

家具・じゅう器・機械器具小売業 
1001539211537事業所数（件） 
47241155810942207従業者数（人） 

自動車・自転車小売業 
8811311211230事業所数（件） 

1,49518482145371319394従業者数（人） 
飲食料品小売業 

329522563793872事業所数（件） 
3422610298548144従業者数（人） 

織物・衣服・身のまわり品小売業 
14213312372156事業所数（件） 
13721― 6― 128従業者数（人） 

各種商品小売業 
411― 1― 1事業所数（件） 

79729534248201280従業者数（人） 
小計 

16312310494148事業所数（件） 
934― 6283421従業者数（人） 

その他の卸売業 
281― 46134事業所数（件） 
125― 52402850従業者数（人） 

機械器具卸売業 
26― 31778事業所数（件） 
2177― 35232123従業者数（人） 

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 
353― 25718事業所数（件） 
24816― 23888239従業者数（人） 

飲食料品卸売業 
377― 31557事業所数（件） 
1032― ― 402536従業者数（人） 

繊維・衣服等卸売業 
361― ― 16910事業所数（件） 
11― ― ― ― ― 11従業者数（人） 

卸

売

業

 

各種商品卸売業 

 

1― ― ― ― ― 1

合計 久美浜 弥栄 丹後 網野 大宮 峰山 

●商店の産業分類別の状況 

事業所数（件） 

 

［ 資 料 編 ］


