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  令和２年度第１回京丹後市総合計画審議会 会議録 

 

 

１ 開催日時  令和２年８月２７日（木）午後２時 ～ 午後４時３０分 

 

２ 開催場所  峰山総合福祉センター コミュニティホール 

 

３ 出 席 者  ＜審議会委員＞ 

中谷 真憲委員、岡田 政行委員、上羽 千秋委員、中村 俊彦委員、田中 智子

委員、山﨑 高雄委員、田茂井 勇人委員、廣瀬 正貴委員、平野 佐世子委員、

小倉 麗子委員、森口 茂樹委員、藤田 一彦委員、瀬古 敬委員、小谷 順一

委員、奥田 幸子委員、北垣 絵美委員、上田 美知子委員、森本 賢一郎委員、

藤井 美枝子委員、中山 良委員、味田 佳子委員、和田 直子委員、中邑 貴行

委員、小林 朝子委員、野々垣 里美委員、川﨑 哲裕委員、荻野 麻里子委員、

原田 優奈委員 

＜アドバイザー＞ 

稲岡 克彦アドバイザー、水嶋 式行アドバイザー 

＜委員随行者＞ 

木本 結菜氏 

＜事務局＞ 

市長公室長 川口 誠彦、市長公室 政策企画課長 松本 晃治、政策企画課 課

長補佐 平 勝行、政策企画課 主任 北尻 光 

欠 席 者  岡田 政行委員、大幡 恵子委員、長瀬 啓二委員（以上 3名） 

 

４ 次 第 

（1）開会 

（2）委員委嘱 

（3）市長あいさつ 

（4）委員紹介 

（5）会長及び副会長の選任 

（6）諮問 

（7）議題 

ア 第２次京丹後市総合計画「基本計画」及び京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦

略の見直しについて 

イ 総合計画及び総合戦略の進捗状況について 

ウ 次期基本計画における重点プロジェクト（イメージ）について 

（8）次回の審議会日程について 

（9）閉会 
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５ 公開又は非公開の別  公開  

 

６ 傍 聴 人  ５人 

 

７ 要 旨  下記のとおり  
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事 務 局： 定刻となりました。ただ今から令和２年度第１回京丹後市総合計画審議会を

開会いたします。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、第 1 回京丹

後市総合計画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。       

私は、審議会の事務局を担当しております市長公室の川口と申します。どうぞ

よろしくお願いします。座って失礼します。 

 

 

■委員委嘱 

事 務 局： 開会に先立ちまして、委嘱通知書を交付させていただきたいと思います。「京

丹後市総合計画審議会 委員名簿」をご覧ください。名簿のとおり、30人の委員

の皆様と、当審議会に助言等を行っていただく２人のアドバイザーにお世話に

なります。本来でしたら、お一人ずつに委嘱状を交付させていただくべきとこ

ろですが、時間の都合上、代表といたしまして、京都府立網野高等学校企画経

営科３年の原田優奈様に交付させていただきたいと思います。原田様、前の方

にお願いします。 

       

      （会場前方にて、中山市長から委嘱通知書を交付） 

 

ありがとうございました。なお、他の委員の皆様への交付につきましては、

大変恐縮でございますが、席上配布に代えさせていただいておりますので、ご

了承賜りますようお願い申し上げます。 

また、本日は京都府漁業士会の岡田様、京丹後市ボランティア連絡会の大幡

様、一般社団法人 Tangonian の長瀬様から欠席の連絡を受けておりますが、本

審議会条例第６条第２項の規定により、委員の過半数の出席がありますので、

本日の会議が成立していることをご報告させていただきます。 

 

 

■市長あいさつ 

事 務 局： それでは、開会にあたりまして、中山市長よりご挨拶申し上げます。 

市 長： 皆様、こんにちは。ご紹介いただきました、中山でございます。今日は、第

1 回の京丹後市総合計画審議会ということで、お忙しい中、また遠路からもお

越しいただいて、大変ありがとうございます。今はコロナの関係で、市民の皆

様には、色々とご不満やまた色々なご負担が生活やご事業の中で出ている中か

と思いますが、市役所でも懸命な取り組みをさせていただいているところであ

ります。本日もいわゆる３密を避けながらやっていかないといけないというこ

とで、このような大きな会場でさせていただいているということで、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

さて、我々のまちの課題ですね、今申し上げましたコロナをどう乗り越えて、
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そしてコロナ後を思いながら、どのようなまちづくりをしていくかということ

が今の時代なのですが、直近のそこを担いながら、同時に中長期のまちづくり

をどうしていくのか、ということを合併来、繰り返し、一定の節目でそういっ

たことを振り返ると同時に現状を評価して、そして、将来を構想していく企画

していく、進んでいくというような段階を経てきておりますが、今般は総合計

画という市の根本的な計画ですが、この総合計画、平成 26年度ですので、６年

前に今の総合計画、合併来でいうと第２次の総合計画を策定して 10年の計画の

中で進めているわけですが、総合計画も細かく言うと、基本構想や基本計画な

どあるわけですが、今は基本構想に掲げる将来像の実現に向けて色々な取り組

みを進めているということでございます。 

実は基本構想をもとに、基本計画があるわけですが、総合計画自体は 10年間

なのですが、基本計画は４年ごとに市の大きなまちづくりの方向性を、市長選

挙や市議会選挙がある節目を捉えて、そのタイミングでかつ４年間の期間を睨

みながら、基本計画をつくっていこうという仕組みにしているところでありま

して、今回は次の４年間、26 年度からの 10 年間の最後の４年間をどう展望し

てどう具体的なまちづくりをしていくか、基本的なところを計画に落とし込ん

で、まちづくりを力強く進めていきたいということで、そのためのご審議を皆

様にお願いするというものでございます。 

これと併せて、国で地方創生、人口ビジョンとか総合戦略を立てながらやっ

ているのですが、我々のまちも、人口ビジョン、総合戦略があるわけですが、

これもセットで基本計画と合わせてご議論をいただきながら、計画の中に盛り

込んでいくということです。セットで横に連携しながらやっていくということ

だと思いますが、そんなことも基本計画のご審議と合わせてお願いできればと

思っております。 

今回は市の根本的な計画に係るものですから、そういったことのご審議をし

ていただくに当たって、ふさわしいと思われるような市の各界、各分野から、

また年齢層も丹後緑風高校、３年生は網野高校ということですが、網野高校の

原田様はじめ、木本様にもサポートに入っていただき、ご審議を若い目で、自

分たちもまちをこうしたいのだということでご議論いただければと思ってお

りますし、そういった若い方からシニアの方まで、また男女も 15名 15名でさ

せていただいて、男女共同参画のまちづくりをする上で、そういった意味での

スタートを象徴するような構成にしてきたいということで、委員の皆様にそう

いったご議論をお願いしたいと思っておるところでございます。事務局も一生

懸命サポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■委員紹介 

事 務 局： ありがとうございました。続きまして、本日ご出席いただいております委員
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の皆様につきまして、事務局よりご紹介させていただきたいと思います。名簿

の順番に所属とお名前をこちらで読み上げますので、恐れ入りますがご起立の

上、一礼をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

       （委員、アドバイザー紹介） 

 

委員の皆様、アドバイザーの皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。      

また、本日は事務局としまして、政策企画課の職員が同席させていただいてお

ります。 

 

（事務局紹介） 

 

■配布資料の確認 

事 務 局： 続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。たくさんの資料

を事前に送付させていただいておりまして、本日はご持参いただくようにお願

いさせていただいております。また差し替えの資料を席上に配付しております。

一つずつ確認させていただきますので、抜けているものがありましたら事務局

へお声かけください。 

・次 第 

・席次表 

・京丹後市総合計画審議会委員名簿 

・諮問書（写し） 

・資料１   第２次京丹後市総合計画「基本計画」及び京丹後市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の見直しについて 

・資料２   京丹後市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略 －概

要版－ 

・資料３  「第２次京丹後市総合計画(めざす目標値)」の進捗状況について 

・資料４  「京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略(ＫＰＩ)」の進捗状況

について 

・資料５-１「第２次京丹後市総合計画(めざす目標値)」の進捗管理表【重点項

目別】 

・資料５-２「第２次京丹後市総合計画(めざす目標値)」の進捗管理表【29 の  

施策別】 

・資料６  「京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略(ＫＰＩ)」の進捗管理表 

・資料７  次期基本計画における重点プロジェクト（イメージ） 

・資料８  京丹後市総合計画審議会条例 

・第２次京丹後市総合計画「基本計画」冊子 

・京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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・京丹後市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

漏れはございませんでしょうか。 

 

 

■会長及び副会長の選任 

事 務 局： それではお手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。 

       まず、「会長及び副会長の選任について」でありますが、選任の方法につきま

しては、審議会条例第５条により、委員の互選によりお決めいただくことにな

っておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

      （事務局一任の声） 

 

事務局一任のお声をいただきました。こちらの方から提案をさせていただい

てよろしいでしょうか。それでは、事務局からご提案させていただきます。       

はじめに、会長につきましては、特定非営利活動法人エコネット丹後事務局長

の味田様にお願いしたいと存じますが、皆様いかがでしょうか。 

 

      （異議なしの声） 

 

       ありがとうございます。それでは会長は味田委員にお世話になりたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

       次に、副会長でございます。副会長につきましては、４名お世話になりたい

と考えております。京都産業大学法学部教授の中谷様、丹後織物工業組合副理

事長の田茂井様、丹後暮らし探求舎移住相談員の小林様、京都府立網野高等学

校企画経営課の原田様に副会長をお願いしたいと思います。皆様いかがでござ

いましょうか。 

 

      （異議なしの声） 

 

ありがとうございます。それでは、副会長は中谷様、田茂井様、小林様、原

田様にお世話になりたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

■会長あいさつ 

事 務 局： それでは審議会条例の第６条第１項の規定によりまして、会議の議長を味田

会長にお世話になりたいと思います。味田会長は正面の会長席に移動をお願い

いたします。また中谷副会長、田茂井副会長、小林副会長、原田副会長におか

れましても、正面の副会長席に移動をお願いいたします。 

それではここで、味田会長からご挨拶をいただきたいと存じます。 
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会 長：  改めまして、味田佳子でございます。よろしくお願いいたします。この審議

会には、経験豊富で、お知恵も豊富な委員の方がたくさんいらっしゃる中で、

私を選任いただきましたが、副会長様に助けていただきながら、皆様に意見を

しっかりと発言をしていただけるような、そんな雰囲気づくりに努めてまいり

たいと思っております。こうして皆様のお顔を拝見しておりますと、とても心

強く思っておりますので、しっかりとした計画を、きれいな冊子をつくるとい

う意味ではなくて、皆様がこの地域に暮らす当事者としてのご意見をしっかり

といただくことで、この計画が本当に実効性のあるものになっていくと思って

おりますので、皆様のご意見、どんどん出していただけるような、そんな会の進

行に努めてまいりたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■諮問 

事 務 局： ありがとうございました。続きまして、中山市長から審議会に対して諮問を

させていただきます。 

 

      （市長から会長に対して諮問書の手交） 

 

       ありがとうございました。ここで中山市長につきましては退席をさせていた

だきたいと思います。 

市 長： お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

事 務 局： それではここからの議事進行につきましては、味田会長にお世話になりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

■会議録確認者の指定 

会 長： はい。それでは、京丹後市総合計画審議会条例の規定に基づき、これより先

は議長を務めさせていただきます。はじめに、会議録確認者の指名をいたしま

す。「京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第５条第２項」の

規定により、「会議録の内容について、会長が指定した者の確認を得るもの」

とされていますので、私から指名させていただきます。大変お手数ですが、丹

後地区森林組合の中村委員、京丹後市区長連絡協議会の森本委員にお願いした

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■議題１ 第２次京丹後市総合計画「基本計画」及び京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の見直しについて 

会 長： それではさっそく議事に入りたいと思います。議事（1）第２次京丹後市総合
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計画「基本計画」及び京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しにつ

いて事務局からご説明をお願いいたします。 

事 務 局： （資料１に基づき説明） 

会 長： ありがとうございました。ただいま資料 1についてご説明いただきましたが、

ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。最初はなかなか発言しにくいと

思いますが、この後でも途中でも結構ですので、なるべくご発言いただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

委 員： （2）の各分野における未来技術の活用と SDGs の推進という項目と、（3）の

現行計画の進捗状況を踏まえた計画づくりということで、この部分で、SDGs の

部分と 20 年後 30 年後の将来展望というところの整合性を聞きたいのですが、

SDGsは 2030年までの国際目標なので、そういった意味で言うと、20年後 30年

後というところと少しずれが生じるのではないかなと考えるのですが、その点

は、どうなのでしょうか。 

事 務 局： 委員ご指摘の通り、SDGsにつきましては、2030年までに目指すものというこ

とで世界共通の目標となっております。本市におきましては、もちろんそこも

目指していくのですが、この後ご議論いただく人口ビジョンは 2060年の人口を

展望しているという中で、さらに先も見越していく必要があるだろうというこ

とで、SDGs もそうですし、その更に先も見据えたうえでそこからバックキャス

ティングで今すべきことを皆様にも考えていただきたいということでございま

す。以上です。 

委 員： ありがとうございます。どうしても混合しやすい部分ですので、中長期の部

分は表現を変えていただいてもいいのではないかなと思います。混合されない

よう表現をよろしくお願いします。 

 

 

■議題２ 総合計画及び総合戦略の進捗状況について 

会 長： ありがとうございました。他に無いようでしたら、議事を進めさせていただ

きます。議事（2）総合計画及び総合戦略の進捗状況について、事務局から説明

をお願いします。 

事 務 局： （資料２～資料６に基づき説明） 

会 長： ありがとうございました。事務局の説明について、ご意見ご質問はございま

せんでしょうか。 

委 員： 事前に資料を見させていただく中でいくつか思ったことがありましたので、

意見なり要望なりさせていただきます。事前の資料にありました人口ビジョン

の冊子についてですが、４ページ目②の若年層の人口流出の抑制・歯止めとい

うことで、人口減少対策の一つとしてあると思うのですが、最初の１行目にあ

りますように、大学入学等のための都市圏への流出を抑制するというふうに書

いてあるのが、おかしいのではないかなということで、大学入学、大学進学の
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メリットは言うまでもないのですが、やはり、まずは論理的な思考を身に付け

る、知識、教養を高める、というのが大学進学の目的だろうと思いますし、そ

れから、高校を卒業して義務教育から社会に出るまでのクッションというか、

その間に社会人とも交流しながら社会経験を積めるという場でもありますし、

また部活やサークルや色々な遊びにも一生懸命になって、私は人生の夏休みと

勝手に思っているのですが、それがあるおかげで、休みのない社会人生活が送

れているのかなと思っています。そういったことで大学への進学を抑制すると

いうのは、ちょっと視点としておかしいのかと思います。 

それからこの丹後の田舎から大学に行くことになると、都市部に行かないと

いけないと思うのですが、一回都会での生活を経験して、田舎に帰って来ると、

都会の良さも分かり、田舎の良さも再発見できるのかなと、そして田舎の悪さ

は十分経験しているのですが、それから都会の悪さみたいなものも見えてくる

のかなと。例えば、普段から思っているのですが、都会の大企業に就職したら

それで安泰かというと、決してそうではないです。大企業ほど、経営悪化時の

首切りが冷酷に行われるということもありますし、大学進学で都会に一旦出る

ことは積極的に進めないけど、抑制もしなくてもよいのかなというふうに思っ

ています。大学進学等とあるのですが、大学進学がメインではなくて、就職に

よる流出を抑制するべきではないかなと。高校を卒業して就職する時には、地

元で就職してほしいということではないかなと思いました。それからその下に

書いてあるのですが、将来の大学誘致に繋げていくということで、どういう規

模で、どういった内容か分からないのですが、総合大学を誘致するのは現実的

ではないなというふうに思いました。それが１点目です。 

もう１点は、総合戦略の冊子を見てまして、18 ページに子育て環境日本一を

目指すということで、これは京都府の取り組みにも準じてということなのかな

と思うのですが、様々な取り組みをされていて、私も子育て世代の一人として

大変助かっています。おむつ用のごみ袋を配っていただいたり、ラインで通知

をしていただくのは、今の若者はとっつきやすい良い取り組みだなということ

で、どこかに集まって説明会を受けるとか、そういったところになかなか行き

にくい人でも情報がいきわたるのではないかなと思うのですが、ただこの部分

の成果目標が待機児童数ゼロということで、そこについては、この田舎の京丹

後市では基本ではないかなと、それ以外の指標があった方が、より充実が図れ

るのかなと思います。なかなか数値化しにくい部分もあるのかもしれませんが、

子育て世代のお母さんたちの満足度を目標にできたら良いのではないかなと個

人的に思いました。人それぞれ、家庭環境なり違うと思うので調査しにくいの

ですが、違うからこそ、その人が満足しているのかは重要ではないかなと思い

ます。 

それからここに入っているか分かりませんが、プレママ・プレパパスクール、

妊娠出産までに色々と京丹後市で教えていただける機会があって、私も１回行
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かせていただいたのですが、新生児の沐浴の仕方や、ミルクの作り方とかあっ

たのですが、それだけでは実際やってみると、足らなかったというのが感想で

ありまして、最初はそれで良いのですが、その次には離乳食を作るとか、ステ

ージが進んでいったときにどうしたらいいのか分からない。子どもが産まれて

しまうと、なかなかそういった場に子どもを連れていきにくいので、出産前に

そのようなことを教えていただける場があればと良かったなと思いました。パ

パもなるべく育児に参加するようにということであったのですが、今夫の育休

取得を目指す方向があると思うのですが、それより前に、家事育児に働きなが

ら参加をするというのが大事かなと思います。やっぱりやり方が分からないの

で、参加しにくいというのがあるので、こういうようにやると良いよというこ

とを言ってもらえたら、取り組みやすかったなと思います。以上です。 

会 長： ありがとうございました。資料の最後につけていただいている総合戦略に関

するご意見だったと思いますが、一つは大学進学のための人口流出という表現

の仕方かなと思いますし、もう 1 点は子育てのところで、具体的な成果目標が

不十分ではないかなというご意見だったと思うのですが、もし今事務局からの

説明があれば、お願いしたいと思います。 

事 務 局： はい。ありがとうございます。最初のご質問というかご指摘ですが、人口ビ

ジョンの文言だと思います。ご指摘いただいた言葉で、やはりこの文言では誤

解を与えるような文言だと思っております。この機会に、見直すということも

可能ですので、ご指摘いただいた部分は変えていきたいと思っております。少

し補足しますと、大学入学等のための大都市圏等への流出というのが、少し色々

な経過が凝縮されている言葉になっておりまして、結局は大学等で、９割以上

の子どもたちがこの地域が出るという事実があります。これは我々としても認

識しておるのですが、その後、先ほどご説明もさせていただいたのですが、帰

って来る子どもたちが、少なくなってきているということも説明させていただ

いたのですが、その辺りで凝縮された文言になっておりまして、誤解を与える

文言かと思いますので、この機会に直させていただきます。 

会 長： ありがとうございます。今ありましたようにまだ計画のたたき台というか、

文言が固まっておりませんので、色々な分野の色々な視点でご意見をいただけ

たらと思っておりますが、ここで一旦休憩をとらせていただきます。休憩後も

意見交換の時間を考えておりますので、10分だけ休憩を取らせていただきたい

と思います。3時 45分まで休憩します。 

 

 

■議題３ 次期基本計画における重点プロジェクト（イメージ）について 

会 長： それでは会議を再開させていただきます。議事（3）次期総合計画における重

点プロジェクト（イメージ）について事務局から説明をお願いします。 

事 務 局： （資料７に基づき説明） 
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会 長： ありがとうございました。ただいま資料 7について説明いただいたのですが、

ここからは意見交換ということで、先ほど説明がありました、計画の進捗状況

も含めまして自由にご発言いただきたいと思います。どなたか挙手いただけれ

ばと思いますが、いかかでしょうか。 

委 員： 資料７のイメージについて質問させていただきたいのですが、重点プロジェ

クト４に SDGs を絡めていらっしゃるのですが、このプロジェクト 1～3 におい

ても SDGs に関連するものがあるので、ベースに SDGs があってプロジェクトを

細分化していくという方が正しいのではないかなと私は思っています。各施策

においてしっかりとゴールとターゲットを見据えてやるほうが、より SDGsを意

識した構成になるのではないかと思いますので、その点は再考いただきたいと

思います。以上です。 

事 務 局： 承知いたしました。ありがとうございます。 

委 員： 少し今日の会議の確認なのですが、先ほど説明があった（2）はとりあえず進

捗状況の報告という形で、次のものをつくっていく上で、この項目は新しくな

るものなのか、これは必須で入ってくるものなのか、時代にそぐわないから削

除して良いのではないかということとか、次回以降で検討されていくものなの

か、これにプラスアルファ―で付け加えていくものなのか、聞いていて分から

なかったなと言うのがありました。また、（2）のことで、人口ビジョンもこの

７万５千人という達成できなさすぎて諦めるような数字を、ずっとこのまま継

続し続けるのかなということがあって、それと同様に（3）で今説明してもらっ

たものも、重点プロジェクトの１、「かせぐ」というのが、たぶんこれを一番に

やりたいのだろうなと思うのですが、令和５年度に 30億円ふるさと応援寄附金

をもってくるという数字も、ちょっと数字が大きすぎて、目標を大きく持つこ

とは良いことだと思うのですが、これって達成できないよね、という諦めそう

なくらい大きい、５年で 10倍にできるのなら、今までもできたはずだと思うし、

この数字の根拠は何なんだろうなと。市民が自分たちもちょっと頑張ったら１

億プラスにできるかもとか、そういった感じの数字であってほしいなというこ

とを、地道にコツコツ稼いでいくタイプなので、数字の桁が想像できないなと

いうのがありました。かせげるまちであるのはすごく良いことだと思うのです

が、１よりも、２の「支える」とか、３の「育てる」の方が重要で、それが高

まった結果、かせげるのではないかなという印象を受けました。このふるさと

応援寄附金って、外からみんな寄附しなさいという数字で、それをやってくれ

ることによって、こちらは高まるのかもしれませんが、何か外側の人やお金を

支払ってくれる対象の人にしか向いていないような、かせぐって言葉が最初に

あるのが商売的で嫌だなと個人的に感じました。 

会 長： ありがとうございました。具体的な計画の文言や数値についてのご意見でし

たが、その辺りも踏まえて、次回以降にたたき台のようなものは出していただ

けるということでよろしいですか。 
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事 務 局： これはイメージということでありまして、こういったことを基にしながら色々

なご意見を、このまちの課題だとか、もっとこうしたら良いのではないかとい

う意見を出していただくためのたたき台だと思っていただければと思っており

ます。 

会 長： よろしいでしょうか。 

委 員： そしたら、次回以降にこの具体的な目標や、先ほど説明いただいた項目みた

いなものを、この審議会でも提供いただけるイメージですか。 

事 務 局： 今回はたたき台ということで、イメージとしてお示しさせていただいており

ます。色々な意見も踏まえながら、次の会議には少しずつ具体的なものを出し

ていきたいと思っておりますので、そういった部分で、今日出た意見も踏まえ

て、出させていただけたらなと思っております。 

委 員： 先ほどの（2）の項目について質問が下手だったので、回答がなかったのです

が、この項目は変わらずずっとそのままいくということですか。 

事 務 局： 具体的な指標は基本計画をご覧いただいた通り、各施策ごとに指標を持って

おります。それでこの間、色々と制度が変わったり、社会的な情勢が変わった

り、市の状況が変わったり、それは担当課も含めて、見直す作業も並行して行

っております。そういった意味では今後、新たな基本計画の策定の時点では、

少し指標の見方も変わってくるのではないかなと思いますが、一方ではこれま

でずっと継続して基盤となるような指標もあります。そういったものはやはり

継続することにも意味がありますし、今後のまちづくりにとって非常に重要な

数値になりますので、そういったものは引き続きチェックしていくという考え

方になるかと思います。 

会 長： ありがとうございました。次回以降に具体的なたたき台のような計画も出し

ていただけるということですので、本日はどんなことでも結構です。広い視野

からのご意見を頂戴したいと思いますので、ありましたら挙手をお願いしたい

と思います。 

委 員： 非常に広範囲な課題をそれなりにまとめていただいて結構なことだと思いま

す。重要プロジェクト、30 億円ということで、プロジェクト達成率でいうと、

50％から 100％くらいの達成率がありますので、京丹後市の皆様で取り組めば、

50％でも大したものです。この目標も素晴らしい、ぜひ実現するように期待し

ております。 

もう少し具体的な話は、これから出していただけるということなのですが、

例えば、８月 25日の京都新聞に出ていたのですが、市長が最初のあいさつでお

っしゃいましたが、新型コロナウイルス対策事業に６億 6,500 万円を京丹後市

は計上したと書いてあるのですが、具体的にどのようなことをするのか、もし

何かあればご説明いただきたいと思います。 

色々なことがありますが、例えば外来に来られる患者様で、百姓をやってお

られて、キャベツやトマト、スイカなど上手に作っておられるのですが、困る
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のはサルが来る。基本計画の 29ページに書いてあるのですが、ニホンザルの個

体数調整捕獲を推進し、被害対策の強化に努めますと書いてあって、これは良

いことだと思っております。具体的にどうするのか、例えば長野県大町市の事

例も市の方も十分把握してらっしゃると思いますが、犬とサルは犬猿の仲です

から、犬を上手に活用して、サルを山へ追い払う。それともう一つ大事なこと

は、動物行動学にはサル学というのがございまして、京都大学がサルの行動を

研究しておりますし、上手いこと調教したら観光にもなりますし、観光資源に

もなるだろうし、そういったことができるような何かプロジェクトを作ってい

ただけたら、京都大学のサル学の方とも連携しながら、或いは長野県の大町市

の経験なども活かしながら、丹後の上手なサル対策に結び付けることで、観光

にも農業をやっている方の支援にもなるのではないかと思います。 

それからコロナにも 6 億 6,500 万円という、大変な額でございますので、京

丹後市としては、具体的には何をやっているのか知らないので、また専門の方

にもご意見を聞いていただければ良いなと。コロナウイルスもテレビや新聞で

も色々なことを言っていまして、それぞれが大学教授も色々なことを言ってお

りますが、コロナについての認識をもっているのは、京都大学の教授は一番説

得力ある。コロナ対策は、どの先生と提携するのかによって変わってきます。

人によっては、PCRを全員やれという圧力が非常に多いのですが、そんなことを

やると全部無駄になります。そういったことも含めて、良い計画を立案してい

ただくと非常にありがたいと思って、ちょっと問題提起だけ、部分的なことで

す。ほかの全体の非常に広範囲な京丹後市の課題、これを進めるのが大きな課

題ですので、私の意見はほんの一部分でございますが、またご検討いただけれ

ばと思います。問題提起として捉えていただければと思います。 

会 長： ありがとうございました。まさに日頃感じておられる課題と、それに対して

の具体的な提案をいただいたと思います。今のように皆様が日頃感じておられ

る課題みたいなものですとか、ぜひご発言をいただけたらと思いますが、いか

がでしょうか。 

委 員： 美容室を経営しておりまして、お年寄りの方でよく聞く悩みごとが、タブレ

ットやスマホの使い方に関して、知りたいけどどこに聞いたらいいのか分から

ないということで、ショップに行っても長いこと待たされるということと、お

兄さんお姉さんの説明の内容が分からないということで、子どもたちを育てる

ということももちろん大事だと思うのですが、高齢の方がたくさんおられるう

ちは、情報が皆様に分かるようにどこかで聞けるところがあれば良いなと思い

ます。 

会 長： ありがとうございました。非常に身近な課題だと思います。他はいかがでし

ょうか。 

委 員： 私も先ほどありましたように、人口７万５千人、それからふるさと応援寄附

金の 30億、何だこの数字はと実際思いました。絵に描いた餅みたいで、具体的



14 

 

にどうしていくのか、本当にそれが実現可能なのか、SDGs ではないですが、本

当に持続可能な目標なのか、というあたりで、特に市長の公約でふるさと応援

寄附金を増やすということもあったので掲げておられると思うのですが、順番

が違うのかなと思います。それはもちろん 30億も集まったら良いと思うのです

が、本当にそれができるのかどうか、達成できるような目標であった方がいい

かなと思いました。 

あとは、国際交流協会の方で、日本語ボランティア、先ほど説明がありまし

たが、外国人が増える中で、増やしていく必要があるということについても、

なかなかボランティアの方も高齢になってきており、増えないのですが、今度

８月 29 日と９月５日、９月 12 日３回、土曜日に、第 1 回は峰山地域公民館、

２回目、３回目は市役所でするのですが、そういった計画をしても、ほかの件

でもそうですが、男女共同参画もそうですし、多文化共生の講演会とか、色々

な良いことを市も計画して、でも人を集めるというのが難しく、広報の仕方、

色々出されていますが、周知徹底する、皆様に知らせる方法がもっとないのか

なと思ったり、例えば今度８月 29日にあるのですが、放送を使って宣伝しても

らうとか、そういった方法があっても良いのではないかなとか、まだまだ国際

交流協会もそんなのあるの、ということで知られていないこともありますし、

ボランティアの人を増やすためにも、それから多文化共生の認識を広げていく

ためにも、広報活動をされているのですが、もっと増えるような方法を考えて

いってもらったらなと思います。以上です。 

会 長： はい。ありがとうございます。同じようなご意見をいただいております。先

生いかがでしょうか。 

委 員： ありがとうございます。何回か人口についての発言がありました。これは難

しい問題かなと思うのですが、研究者として申し上げれば、７万５千人という

数字を明確に掲げるのは、あまり根拠がないと思います。このいただいており

ます、京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略の資料２、２ページの２を見

ましても、最大経験値 2.32を天井に維持継続とありますが、典型的な数字合わ

せでありまして、それを前提に進めていくのはよろしくないのではないかと思

います。これは研究者としての意見です。政治的な考えはまた別だということ

は承知した上で申し上げております。ただ、人口政策に本当に力を入れていく

のだということは、とても大事な公約ですし、必要な施策だと思いますが、書

き方の問題でして、この市が人口の政策について、日本でどこよりも取り組ん

でいくという意思表示をする語り方、また別のものを考えて７万５千を無理や

り出して、それに対して、こうやったら実現できますということも少なくとも、

研究者の観点からみると、かなり無理筋で書いてあると思うので、私は本質的

におやめになった方がよろしいかと、実は思っております。ただ先ほど申し上

げたように、最終的には政治的なこともありますので、この中で総合的な判断

をしていただければと思います。 



15 

 

それが１点と、それから SDGsについての発言をいただきましたけども、非常

に感銘いたしました。その通りだと思いました。つまり SDGsは、おっしゃって

いただいた通り、非常に包括的なものなので、間抜けしていくということより

は、全体的に据えていくというのが本格的な使い方だと思います。尚且つ、委

員の発言にもありましたが、かせぐ、育てる、つなぐ、支える、その４つのう

ち、どこが中心なのですかというご発言もあったと思うのですが、先ほどの SDGs

の考え方と同じで、全部がつながっているはずですので、例えば資料４で見ま

すと、つながりのイメージが書いてあるのです。１ページ目にしごとが生まれ、

ひとの流れができ、ひとが新しいしごとを創出という流れがあるのですが、同

じようにこのかせぐ、支える、育てる、つなぐも１個１個独立的に書くのでは

なくて、この４つが連携した形で書いていくと、先ほどの SDGsの話とつながっ

てきて、全体がもっとつながっていくイメージがもっと明確になるのではない

かなと思っております。 

ご発言いただいたこと以外にも、私個人の考えを１点付け加えますと、まち

を創り上げていくというのは、まち一つを企業ではないんですが、組織のよう

に見立てて、何が足りないのか、どういった人材を見つけていかないといけな

いのかという、経営戦略的な視点がいると思います。経営というのは、冷たい、

客観的な利益を生むということではありません。何がこのまちに足りないリソ

ースなのか等々を考えて、例えば移住の計画、あるいは産業を興すという計画

の中でも、その計画のもとで重点的にどういった人に来ていただきたいのか考

えていくことも必要なのではないかと思います。企業の採用計画と同じような

ことであります。以上が私の意見です。 

会 長： ありがとうございました。ちょっと時間が迫っているのですが、他にいかが

でしょうか。 

委 員： 私は京丹後市の魅力として、自慢できる観光資源がたくさんあるところが魅

力だと思っているのですが、そこを県外の人に知ってもらって観光に来てもら

うというのが良いと思うのですが、まず私たち地元の子どもたちにとっては、

その観光スポットに関して、名前は知っていても、どのような場所か分からな

いというような、あまり知らない子どもたちも多いと思うので、学校の授業で

地域についての授業に取り組んでいって、まずは地元の子どもたちから行って

もらって、地元の人たちが周りというか県外の人たちに発信していくことが大

切だなと感じました。 

会 長： ありがとうございました。まだまだご意見もたくさんあると思います。思っ

ていたのだけど、手をあげれなかったなという委員の方もいらっしゃると思い

ますが、時間も迫ってまいりましたので、最後にアドバイザー様からも一言頂

戴したいと思いますが、稲岡様お願いできますでしょうか。 

アドバイザー： iUという東京都の墨田区に新しくできた大学の職員ですが、稲岡という苗字

は京丹後市とゆかりがありまして、実は私の父親が京丹後市の出身でして、親
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戚は京丹後市におります。父親は網野高校を出ておりまして、今回大学と連携

させていただくにあたり、京丹後とゆかりがあるということで、アドバイザー

を務めさせていただくということになりましたので、一言ご挨拶ということで

お話をさせていただきます。 

冒頭からお話を聞かせていただいておりまして、125 の指標に向けて、市の

皆様で努力されておられるということで、強い感銘を受けたと思っているので

すが、一つは人口が減っているとか、流出が増えているというのが、日本全国

のほとんどの地方情勢で起こっている現象で課題だと思っております。今回、

お聞かせいただいた指標が非常に多かったので、どれをどれくらい達成したら

皆様がやられている事業に寄与するのかというのが、ちょっと私が今回初回だ

ったというのもあると思うのですが、分かりづらい気がしました。 

それとご報告にあった指標みたいなところは、少し事例集みたいなイメージ

があったのですが、今回の次期基本計画における重点プロジェクトは非常に前

向きで期待を持てるなという印象を率直に受けたというのが印象でございます。

先ほどふるさと納税のお話もあったのですが、実は 2013 年から 2017 年で言う

と、全国規模でいくとふるさと納税は 25倍に各自治体が増えているということ

で、30億円という発想がどこまでいけるのか、僕も分からないのですが、全く

無理な数字ではないなと思っておりまして、これをいかに実現していくかとい

うのが一つあるのではないかなと思いました。 

かせぐ、支える、育てる、つなぐというお話があったのですが、私は普段、

東京の大学で学生募集と企業様との連携を中心にやらせていただいているので

すが、直近のトレンドで言いますと、eスポーツとか、アントレプレナー教育、

起業家教育から、そこへの投資の話だったり、育てるというところでいくと、

今山陰地方の島根とか中心に地域未来留学ということで、都会都心の高校から、

郊外の地方の高校に 1 年間留学をするという仕組みもできていまして、ご存じ

だと思うのですが、この辺の仕組みを例えば京丹後市で取り入れるということ

であれば京丹後市の魅力とかまちの存在とか認知していただける人を増やせる

のではないかなと思ったり、あとは、iU 我々の大学の学長が務めております、

超教育協会というのがあるのですが、この協会の中に、起業家教育であったり

e スポーツの取り組みを全国規模で学校の壁を越えて、取り組んでいくという

動きもさせていただいておりますので、ぜひそのような形で我々が京丹後市様

のお役に立てるのであれば、ぜひトライさせていただきたいというのが１点と、

先ほど東京都の墨田区に大学がありますとお伝えしたのですが、東京都墨田区

には現在 2,000 社ほど企業がありまして、過去は１万社あったのですが、経営

者が不在だったりとか、ICT 化が進んでいないというところで、どんどん企業

の数が減ってきているという事情があるのですが、この中でも後継者育成だと

か、ICT の進化によって、例えば日本という国を越えて中国でとか、海外で企

業として成長されている会社というのが結構ありますので、その辺りの情報を
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ぜひ私どもは普段からこちらにいるわけではないので、慣れない部分も多いか

と思いますので、そういった部分で是非お手伝いさせていただきたいというと

ころでございます。 

まずは先ほど来申し上げた通り、125 個の指標にむけて皆様やられていると

いうことに本当に頭が下がる思いです。今日参加させていただいてありがとう

ございます。以上でございます。 

会 長： 稲岡様ありがとうございました。次に水嶋様よろしくお願いいたします。 

アドバイザー： 長時間にわたり熱心にご議論いただきましてお疲れ様です。今日ここにお集

りの皆様方はこの地域にお住まいであったり、働いておられたり、またそれぞ

れの団体で活動されておられる方々だと思います。市の計画は地域をどのよう

にしていくのかということを考えることが大事だと思いますので、どんなまち

にしたいのかというのを考えるのがまず第一だと思います。そのためには、京

丹後市はこういったところが進んでいて、こういったところはちょっと足らな

いということを認識することが必要かなと思いまして、そのためには数値があ

った方が分かりやすいと思います。今日は計画の進捗など非常に細かい数値が

たくさん出ておりましたが、これは現状の評価ということで、それぞれ行政と

して仕事をする上ではこういった細かい数値を持ってやっているということで、

これはこれでご理解いただきたいと思います。今後京丹後のまちの優れている

ところ、劣っているところを考えていく上では、もう少し大きなくくりで本当

にみんなが分かりやすい数字で、できたら事務局でいくらかご準備いただきま

すと議論も進むのではないかなと思いました。その数値ですが、できたらよそ

の地域との比較もないと、この地域だけの数値を見ただけでは、これが良いの

か悪いのかなかなか比較しづらいと思いますので、他の地域、例えば北部地域

の他の市との比較であったりだとか、全国的に類似の所の比較であったりとか、

そういった比較もいるのかなと思います。 

それからプロジェクトということでお示しいただいたのですが、基本計画が

あって、プロジェクトがあってということで、その関係でどうなのか私自身分

かりづらかったので、その辺のここを見直していくのだということで分かるよ

うなものがいるのかなと思いました。人口ビジョンと戦略と基本計画３つあっ

て、これはどの部分をどのように見直すのかということの整理をしておいた方

が、議論も進みやすいのかなと思いました。 

繰り返しになりますが、それぞれの皆様方がどんな地域にしていきたいのか

ということで、まずは課題を出していただくことが必要かなと思いましたので、

そのように議論を進めていただければ良いのかなと思いました。以上です。 

会 長： ありがとうございました。本日いただきましたご意見を踏まえまして、次回

の審議会では、次期基本計画案に関する審議を行いたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。これですべての議事を終了させていただきたいと思い

ますが、全体を通しまして、これだけはというご質問、ご意見がありましたら、
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挙手をお願いします。 

特にないようでしたら、事務局にお返ししたいと思います。 

事 務 局： ありがとうございました。大変長時間に渡りまして、熱心にご議論いただき

ました。また味田会長、進行ありがとうございました。事務局から次回の審議

会の日程についてご報告をさせていただきます。 

事 務 局： はい。失礼いたします。次回の日程ということで、第２回目の日程について

は、勝手ながら事務局で日程を決めさせていただきたいと思います。次回は９

月 29 日、火曜日の午後２時から同じ場所で開催したいと考えております。多

くの委員様の調整ということで、それぞれご都合がおありだと思いますが、９

月 29 日、火曜日にこのホールで開催したいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。以上でございます。 

事 務 局： 本日説明させていただきました人口ビジョンにつきましては５年前に策定し

たものを説明させていただいたということ、総合戦略につきましては、毎年見

直しをしているという内容のものであります。それから総合計画の基本計画に

つきましても、５年間近くの進捗状況を中心に説明をさせていただいて、非常

に多くの資料で事務局ばかり話していて申し訳なかったなと思っております。 

次回以降は今日色々とご意見やアドバイスをいただきましたように、皆様のご

意見をたくさんいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。 

それでは以上を持ちまして令和２年度第１回京丹後市総合計画審議会を終了

させていただきます。長時間に渡り大変お疲れさまでした。ありがとうござい

ました。 


