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  令和２年度第２回京丹後市総合計画審議会 会議録 

 

 

１ 開催日時  令和２年９月２９日（火）午後２時 ～ 午後４時４５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＞ 

味田 佳子委員（会長）、中谷 真憲委員（副会長）、小林 朝子委員（副会長）、

原田 優奈委員（副会長）、上羽 千秋委員、田中 智子委員、山﨑 高雄委員、

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、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、大幡 恵子委員、和田 直子委員、中邑 貴行

委員、野々垣 里美委員、川﨑 哲裕委員、荻野 麻里子委員、長瀬 啓二委員 

＜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  田茂井 勇人委員（副会長）、岡田 政行委員、中村 俊彦委員、廣瀬 正貴委員、

北垣 絵美委員（以上５名） 

 

４ 次 第 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）議題 

ア 次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（素案）について 

（４）その他 

（５）閉会あいさつ 

 

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： 定刻となりましたので、ただ今から令和２年度第２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、ご出席

いただきまして、誠にありがとうございます。私は、本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。 

       本日ご出席の委員のご紹介につきましては、席次表にて代えさせていただき

たいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

       なお、本日、欠席の方でございますが、田茂井副会長、岡田委員、丹後地区

森林組合の中村委員、廣瀬委員、北垣委員から欠席とのご連絡をいただいてお

ります。従いまして、「京丹後市総合計画審議会条例第６条第３項」の規定に

よりまして、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。 

       また、前回に引き続きまして、中邑委員とアドバイザーの稲岡様におかれま

しては、オンラインで参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

■市長あいさつ 

事 務 局： それでは、開会にあたりまして、味田会長からご挨拶をいただきます。よろ

しくお願いいたします。 

会 長： 改めまして、皆様、本日は大変お忙しい中、審議会にご出席いただきまして

ありがとうございます。本日２回目ということで、今日の目標は皆様に必ずご

発言いただくということを思っておりますので、ぜひとも皆様、ご協力をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

■配布資料の確認 

事 務 局： 本日の資料は机上に配布しております４種類でございます。また委員の皆様

には、前回お配りした総合計画「基本計画」の冊子をご持参いただくようお願

いをしておりましたが、お持ちでない方がいらっしゃいましたら事務局へお声

かけください。カラー刷りの４つの重点プロジェクトは送付させていただいて

から若干修正しておりますが、また後程説明させていただきたいと思います。

それでは今後の議事進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

■会議録確認者の指定 

会 長： 承知しました。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
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より先は、議長を務めさせていただきます。まず、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、上羽委員と野々垣委員にお願いしたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

■議題１ 次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（素案）について 

会 長： それでは、さっそくですが、議事に入らせていただきます。（１）「次期基本

計画 ４つの重点プロジェクトの素案」について事務局から説明お願いします。 

事 務 局： （資料１に基づき説明） 

会 長： ご説明ありがとうございました。今日は時間をとって、意見交換をしたいと

思っております。途中、休憩も挟んでご意見を伺いたいと思っておりますので、

ぜひ皆様ご発言をいただき、ご協力をお願いしたいと思います。意見交換に入

る前に、今の位置付けですとか、その前に確認しておきたいことなど、ござい

ますか。この第２次の計画は今年度までということで、第３次をこれからつく

りましょうということでよろしいでしょうか。 

事 務 局： 今回見直しをいただくのは、総合計画の基本計画の部分でございまして、基

本構想の部分は１０年間の計画の中で令和６年度までの計画になっているので

すが、今回は第２次総合計画期間の最後の４年間の基本計画をつくるというこ

とになっております。 

会 長： はい。来年度から４年間の新しい基本計画を作り直すということで、今回は

その最初の部分の重点プロジェクトについて説明いただきましたが、これでど

うでしょうという提案をいただいたというよりも、素案ということで出してい

ただいておりますので、本日皆様には、これを付け加えたら良いのではないか

ですとか、こういった視点もプラスできるのではないかとか、肉付けというよ

うなそういったご意見をいただきたいと思っておりますので、今感じておられ

ること、未来に向けて夢を語るではないですが、理想の京丹後市になるにはこ

ういった視点が必要という、そういった意味で自由にご発言、前向きなご意見

をいただけたらと思っておりますので、どなたからでもよろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

委 員： 資料を見させていただいて、とても良い内容になっているなと思っておりま

す。平成１９年に京丹後市商工会で、全国大会に出た時に、どこから来られた

のですかということを聞かれて、京丹後市からと言いますと、どこですかと。

京都の北部ですと言ってもなかなか分かってもらえずに、天橋立から説明をす

るのですが、そういったことから、もっともっと京丹後市の魅力をやはり全国

に発信できること、そういったことが事業にできたら良いなと思います。 
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それと常に言っているのですが、平成２１年に皆様ご存じだと思うのですが、

大宮の高速道路の所に着物の形をした看板があると思うのですが、それは私が

提案してつくりました。商工会女性部に紹介して、やはりあそこは入り口です

ので、観光案内か何かしたいなという私の思いだったのです。それから各駅に

もミニチュア版の看板をつけさせていただいたのですが、鉄道関係は何か設置

するとなると、とても難しいのです。設置に１年かかりました。 

私は地方から来たので思うのですが、やはり駅がないというのが大きくて、

ということは JR西日本です。まずは山陰新幹線のことが書いてありましたが、

すごく時間がかかると思うのですが、まず京丹後市にできたら良いなという私

の思いです。 

会 長： ありがとうございました。ほかにございませんか。 

委 員： ６ページのふるさと納税１０倍プロジェクトについて、今２億９，８００万

円ですが、これを４年間で３０億にしていくということを目標に、すでにそう

いった部署も立ち上げられて進められておられると思うのですが、これは結局、

全国１,７００自治体あるのですが、どこも競争しているわけです。さらに以前

は５０％の返礼品だったのが、今は３０％だということですが、勝算みたいな

ものはどうなのでしょうか。 

事 務 局： ４年後に３０億になるかどうか、その勝算はどうかということですが、決し

て簡単な話ではなくて、なかなか難しいだろうと思いますが、決して不可能で

はないと思っております。まずは今年度倍増の約６億を目指しているというこ

とで、そこに向かって今一生懸命に取組を進めております。 

委 員： 取組の視点の中に、例えば農産物だとか商品があると思うのですが、そうい

ったものを中心に返礼品として考えておられるのか、昨日市長様との懇談会に

出席させていただいて、そこで提案していたのは、例えば宿泊施設に泊まるだ

けではなくて、久美浜ならカヌー体験とか農業体験とか色々なジオパークの体

験とか、そういったものをセットにして返礼品として出していけば、もう少し

広がっていくのではないかということを伝えました。実際、どれくらいの品目

があるのか、具体的にこんなものを考えているということがあれば、教えてほ

しいです。 

事 務 局： 今年の３月末くらいで、約７００品目をポータルサイトにアップさせていた

だいておりまして、この何カ月間の取組で約９００まで引き上げております。

もちろん特産品の農産物関係、魚介類などもあるのですが、体験型のメニュー

もカヌー体験や漁業体験的なメニューがございます。ただこれで良いのかと言

ったら、もっともっと色々なメニューを増やしていかなければならないですし、

体験メニューももっともっと充実させていきたいなと思っております。 

会 長： ありがとうございました。ふるさと納税の返礼品の提案というようなとても

前向きなご意見いただけたかなと思います。ほかにいかがでしょうか。 

委 員： 先程委員からお話があったふるさと納税についてですが、これは行政の考え
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方として、京丹後市全体として何かお金が足りないからふるさと納税をすると

いうことなのか、インフラ維持のためなのか、もしくは未来に投資していく、

環境だったりに投資していく必要性があるからこの３０億円を集めるという

ことなのか、まず質問させていただきます。 

事 務 局： 今の質問で言うと後者の方でございまして、ふるさと納税は市の財源確保だ

けでなくて、寄附いただいた３割は返礼品の調達額ということで寄附が増える

ということは、市内の特産品の販売も促進されるということで、産業支援にも

なるということ、ふるさと納税が増えるということにより一般財源の市の中で

自由に使えるお金ということになりますが、増えることによって、今言われた

未来への投資も含めながら、今必要なやりたいことを、財源の裏付けがあって

実施をしていきたいという思いから、ふるさと納税を頑張ってやっていきたい

ということで取り組んでいます。 

委 員： ありがとうございます。３０億というのが具体的に数字として出ているので、

結構これは３０億円達成できなかった時に、京丹後市として財政が維持できな

いのか、そうではなくて、未来に投資する、或いは先程お話があったように、

返礼品の３割は地元の事業者に落ちるので、事業者を活性化するという認識で

良かったですよね。ちょっと僕の方から視点の所で、ここに書いてある中で、

数字を出してあげていくのはそうだと思うのですが、先程お話があったように、

日本全国がふるさと納税を取りにいこうとして、民間の会社であったり、プロ

モーションに結構お金を使っていると思うのです。京丹後市から出ている商品

がお買い得だからということで、カニであったり色々なものを出していった時

に、たぶんその先は未来がないなと、皆様たぶん分かっているのではないかな

と思います。お買い得だから選ばれるのではなくて、別の視点で、私は京丹後

市のファンだから、ここを応援したいからというふるさと納税本来の目的であ

ったり、原点回帰を促してくような取組にしていかないといけないのではない

かなと思っております。これは外側の話なのですが、これは内側でも同じで、

例えば京丹後市に住んでいる５万２千人が全員ではないですが、成人されてい

る方みんながふるさと納税やりますというと、地元にお金が落ちずに、他の市

町に流れていくことになりますよね。それってたぶんお買い得だからというこ

とで促進するとそういったことが起きてくると思うので、京丹後のファンにな

ってもらう。その一つのきっかけとしてふるさと納税を取組として促進してい

くという形にならないと、たぶん厳しい戦いになるのではないかなという意見

です。 

会 長： 京丹後市のファンをつくって、魅力を発信という所ですが、いかがですか。 

委 員： 魅力発信という部分で、私も公社として色々と動かさなくてはいけないとい

うことで、コロナの中でも、まずは地元の方が地元を知る Go local に一番早く

取り組んだということを自負しております。それから、その次にふるさとキャ

ンペーンとか、Go to が入ってきたり、１１月からの取組もやっておりますが、
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Go local をはじめにやった時点で、結果としては、地元の人が地元の魅力を知

って、まず地元の人間が地元にしっかりと誇りを持たないといけないと思うの

です。 

本当に４つの重点プロジェクトは全くその通りだと思いますし、ただちゃん

とそこにリンクしていくのかということが問題なのかなと思います。公社のや

っていることが地元の人にしっかりと伝わって、その魅力がみんなに理解して

伝えられるかというところで、取組はすごく一生懸命、子育ての方にしても、

色々とやっているのですが、そこがうまくリンクして回っているのか、市民の

意識が一番大きいのかなと思っております。先程のふるさと納税の３０億とい

う話でも、頭から数字でダメだと思うのではなくて、ご存じのように、この前

「京たんくろ和牛」がテレビに出てすごく動きがあるので、そういったことを

自分たちが誇りに思って、ちゃんと正しく伝えていく。足を引っ張るのではな

くて、お互いにやっていることをみんなが理解しながら、リンクしていくとい

うことが一番ではないかなと思います。 

委 員： ふるさと納税の話が出たので、先月のテレビに取り上げられてその時にどれ

くらいの寄附になったのか分からないでしょうか。 

事 務 局： あの日だけで５００万円くらいです。 

委 員： 電話があったのですが、１時間半でふるさと納税にあげているものが全部無

くなりました。番組のサイトで出すものだとか色々あるのですが、すごく動き

がありまして、全国放送に出ると、とんでもないことになるなというのは実感

しているのですが、その後にも、次から次に電話がかかってきて、全国の知り

合いの社長さんからどうやって手に入るのか聞かれたので、「ふるさと納税し

てくれたら手に入りますよ」ということで言っています。本当に全然今まで知

らなかった東京の丹後出身の方から Facebook で友達申請が来たりとか、そう

いったことがあっという間に出てきました。 

よく言われますが、肉、米、海産物、３種の神器というのが全部そろってい

る自治体がなんでこんなに少ないのかというような言われ方をしていました

けども、これでも京丹後市は近隣のまちからしたら頑張ってきた方だと思うの

ですが、京丹後にはまだまだそういったポテンシャルがあると思うので、それ

だけではなくて、食べ物と観光のサービスをくっつけて考えていけば、２倍で

も３倍でももっともっと可能性は広がってくると思いますので、絶対やらない

といけないと思っておりますし、正直な話、お金がないと色々なことはできな

い。「育てる」ことも「支える」こともなかなか難しいじゃないですか。そこ

の所ははっきりと言えるので、稼ぎにいかないといけないかなと思いますし、

それをすることで、地元の色々な方々の仕事がどんどん広がっていくというの

は良いことだと思います。 

あと、建設業の視点から「支える」の部分の話になるのですが、このように

して取り上げていただいて、最近の豪雨災害などを見ておりますと、やはり準
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備をしておかないといけない。実は平成２９年、３０年の災害復旧工事がやっ

と片付いたということですが、２９年の災害は本当に大変だったのですが、そ

れより前はもっと大変な災害がありましたよね。それはそんな大騒ぎせずに、

何とか災害復旧工事はやっていけたのですが、そこから建設業者がどんどん力

がなくなってきまして、建設業協会の会員は、当時から半分以下、会社の従業

員数は３分の１以下になっているかなと思うのですが、実際災害が起きたとき

に一番困るのは、道の確保や人名救助に行くのに、土砂ですとか、それを除去

したのは、地元の建設業協会なのです。自衛隊や消防もよくテレビに映るので

すが、彼らが入る前にやっているのが、防災協定を締結している建設業協会で、

決まった所で必死になってやっているということなのです。そこが本当に脆弱

になっているというのが、２９年の災害で感じまして、夜中に大雨の中、孤立

している村に助けに来てくれという電話が入るのですが、それすらもなかなか

できなくなっているのが現状でして、建設業者の力がこれ以上落ちないように、

何とか支援をしていただきたいなと思います。この前、山田元知事が来られた

時も、３０年で１９０人くらいになってしまう。今の１０分の１になってしま

う。極端に建設業に従事する人が減るという未来カルテの数字も出ております

し、そういった支援もいただきたいと思います。 

あとは、ソフトの部分で、色々なことを想定して、シミュレーションをやっ

ていかないといけないこともあるのですが、ぜひこういった所に建設業協会も

入らせていただいて、実際にこの地域を守るためには、この地域から行かない

と無理というのがあるのです。道路が水没したりする地域は決まっていますの

で、こういった時にはこうしましょうというソフトの部分でも声をかけていた

だいて、連携して防災のことをやっていくということは必要ではないかなと考

えております。 

会 長： ありがとうございました。また皆様が日頃感じておられるような課題も出し

ていただいたら良いかなと思いますが、最初にお伝えしましたように休憩を１

０分間取りたいと思います。３時１０分から再開をさせていただきます。 

 

      （休憩） 

 

       それでは会議を再開いたします。引き続き意見交換をお願いします。 

 

委 員： 弥栄で古民家カフェを１０年くらいやっていて色々な県の方が来るのですが、

県外からのお客様からよく言われることが、海があってたくさんサーファーが

来る地域なのに、何でスケートパークがないのだと。スケートパークって言う

のは、スケボーとかスノボーを陸でやるバージョンなのですが、サーファーの

方ってだいたいスケボーもされるのです。今日もプロスケーターの方がお客様

で来られていたのですが、スケーターが遊べる施設が丹後にはない。もし遊ぼ
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うと思ったら豊岡に行けばあるということを毎回お客様に言われるのですが、

今日こういった会議に行くのでという話をしたときに、丹後にもっと長居をし

てほしいと思っているのであれば、サーフィンをしてそのまま日帰りで帰らせ

るのではなくて、その夜もライトアップとかしてもらって遊べるように、スケ

ボーランドみたいな、だいたいサーフィンできる施設が全国には絶対あるみた

いです。そこで遊んで海で遊んで、旅館にみんなで泊まって、また次の日も遊

んで、連泊して遊べるようにしてもらえるともっと丹後に長い間居れるし、色々

な所も回れるし、知ることもできるのだけどということをたまたま今日も言わ

れたので、それは「かせぐ」、京丹後市が「うるおう」、というのにつながって

くるのかなと思ったりしました。できればつくっていただきたいと思います。 

会 長： ありがとうございました。今外から来られた方が遊ぶ所がという話がありま

したが、お子さんの遊ぶところについてはいかがでしょうか。 

委 員： そうですね。「雨の時に遊べる施設を」という声を上げさせてもらってて、そ

ういった施設を作れたら良いねという声が多いと聞いたのですが、ちょっと具

体的に言いますと、現在、浅茂川保育所が、網野の支援センターになっている

のですが、そこの保育所は火曜と木曜は、京丹後市全域から来れる、どこの支

援センターも登録制で１カ所しかいけないのですが、そこは京丹後市全域から

来れるということで解放してもらっているのですが、網野の人に聞いていたら、

火曜、木曜はたくさん来られるので、遠慮してしまうという声もあって、雨の

日に遊べる施設を作ってもらえるのは有難いことなのですが、やはり網野は網

野として残していただきたいということも聞いたので、お伝えしたいなと思い

ました。 

あとはこども園がここ数年でたくさん合併など耐震調査をしてもらって新し

くしてもらったと思うのですが、建った当初は、絵本の部屋であったり、延長

の部屋、保育の部屋、それ専用の部屋があったのですが、子どもの人数が増え

て、今は専用の部屋がなくて、普通の保育室になっているという声もあって、

保育所は保育所で待機児童ゼロを維持するという話もあったと思うのですが、

これ以上増えたらどうなるのかなという不安も保護者の立場から感じますし、

現状１つの部屋で２クラスが生活しているというこども園もありますし、現場

の声がどこまで届いているのかなというのが疑問に思っていて、もっと本質的

な所まで声を聴いていただいたらなと思います。 

会 長： ありがとうございました。関連することでも結構ですし、分野問わずいかが

でしょうか。 

委 員： 障害者の分野で、去年の春ですが、手話の言語条例が京丹後市で出来ました。

やっとという感じなのですが、手話の言語条例と障害の特性に応じたコミュニ

ケーション促進条例というようなものができまして、何かというと、手話は言

語ですというのが基本なのですが、コミュニケーションで耳の聞こえない方に

手話で話をするだけじゃなくて、目の見えない方の点訳だったり、それから知
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的障害の子だったら、今日はこれしますというのが写真で見せないと通じない

とか、言葉で言っても通じなかったら、絵で見せたり、写真で見せたりとか、

それがコミュニケーションの仕方なのですが、それが障害者ばっかりではなく

て、お腹の大きなお母さんのマタニティーマークも、私はそれもコミュニケー

ションの一つだと思っているので、社会に対して、周りが温かく見守るという

か、そういう社会が「誰一人置き去りにしない共生社会」じゃないかなと思う

ので、どこかに手話の言語条例が、せっかくできたので、こういったものもあ

ると良いなと思って見ていました。 

副 会 長： 今の「支える」ということでも、ここに書かれていたこともすごく良いこと

だなと思っていて、ただ「支える」というのが、書き方として子育てというこ

とだったり障害ということだったり、あとは高齢者の方のことだと思うのです

が、その一つ一つに対してこうするということを伝えることは大事なのですが、

それぞれが分かれているというか、京丹後市に外から来てみて、今移住支援の

仕事をしていて、感じるのが、本当に人のつながりというのが、まちの財産の

ように感じていて、「支える」でこの具体的な項目を挙げたあとに、せっかく「つ

なぐ」という素敵な言葉があるのに、この辺りになると、内容がペラペラにな

っているというか、人と人をつなぐ、子育て世代と高齢者をつなぐとか、高齢

者と障害者がつながるだったり、何か人と人がつながって、４ページの図が前

回から変わっていてすごく良いなと思ったのですが、「つなぐ」から「かせぐ」

にいっているのです。 

この間、移住希望の人を案内していて、吉翠苑に泊まったことがある方だった

のです。今年度に移住予定なのですが、その前を通ったときに、このホテル好

きなんだと言っていて、家族で泊まった時に、花火をしたいと言ったら、吉翠

苑の人が花火を安全にできる所に案内してくれて、水の入ったバケツとチャッ

カマンまで持ってきてくれて、すごく感動したという話をしていて、そういっ

た記憶もあって、何回も丹後に来ていると聞きました。 

あとは「たんくろ」で話題になって食べた人が、いつかコロナが収束した時に、

丹後に来たいと思った時に、飲食店だったり行く場所があって、案内する人が

いたり、良い記憶を作っていくことで、本当に「かせぐ」につながっていくの

かなと思っていて、なので、「つなぐ」ということで、人と人、防災もそうです

が、つながっているから、次世代までつながるし、産業にもつながるというよ

うな見え方にするとすごく良いかなと思ってみていました。 

それに関連して、「かせぐ」という所なら、ふるさと納税の３０億円にという

所は、（２）から（６）までが元気になるというか、うまくいくことで結果そう

なると思っていて、それが今なぜ達成できていないのか原因が分からないので

すが、その過程で出来ていないのか、（２）から（４）がうまく行っていないか

らとか、商品が用意しきれていないからとかそういったことがあるかなと思う

ので、何で今それが出来ていないから（２）から（４）が見えてくるともっと
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良いのかなと思いますし、「つなぐ」ということで、（５）とか（６）ももっと

力を入れて書いてくれたら良いのかなと思いました。 

       あと「育てる」という所もそうなのですが、育てるは個人的な感想なのです

が、（１）（４）（２）（３）の順番の方が年の順番で見やすいのかなと思いまし

た。力の入れている順番で書かれているのかなと思うのですが、育つ順番とし

ては、そんな感じがするなと勝手に思っていました。（２）の専門職大学が必

要なのだろうかというのが疑問ではあります。大学の制度が今のコロナの影響

で見直されたりしていく中で、（２）をさらっと書いて良いのかなと疑問に思

いました。あと（７）（８）のシェアリングということだったり、地域コミュ

ニティや持続可能な地域づくりというのが、これが本当に丹後の良い所だとす

ごく思っているので、この部分が注目されるような計画になったら良いなと感

じました。この項目が抜けていなかったので良かったなと思いました。 

会 長： ありがとうございました。色々なご意見をいただいて、関連してということ

でも結構ですし、全く別の視点でということでも結構です。 

委 員： 先程副会長がおっしゃったことに関連してくるのですが、一つ目の「かせぐ」

という所で引っかかっている所がありまして、これは現金をかせぐということ

ばっかり書いてあるのですが、実際かせぐって色々な意味があるなと感じてお

りまして、仕事をさせていただいた中でも、お金を「かせぐ」だけじゃなくて、

信頼をかせがないと、信用をかせがないと仕事にならなかったりとか、もしく

は人脈をかせぐ、関係性を築いていくということもそうですし、情報をかせぐ

ということもあるのかなと思うのですが、以前豊岡の DMO という所で仕事を

させていただいていて、中貝市長の口癖は、かせげるのだったらやりなさいと

いうことを言われていたのですが、それはお金をかせぐのではなくて、さっき

あげたような４つを満たすのだったらやりなさいよというお話だったかと認識

をしているのですが、このかせぐという所で言うと、現金収入をかせぐという

ことばかりにフォーカスされていて、関係性を築いた後に何か新しいものが出

てくる、ファンになってもらって、ふるさと納税でお金を落としていただくだ

とか、先程委員がおっしゃっていたように、京たんくろ和牛がテレビに出た後

に、色々な取引先から連絡がきたというような、そこで人脈が広がったり、信

頼が稼げるということにつながるのかなと思うので、数字の目標を出していく

というのは一つ必要なことかなと思う一方で、それだけで本当に良いのかなと

感じる所があるので、少しこの「かせぐ」の内容については、具体の部分もそ

うなのですが、関係性であったり、信頼であったり、情報をかせぐという意味

でも入れていただけたらなと思っています。 

ふるさと納税について発言したのですが、先程委員がおっしゃっていた所で、

まだまだ伝わっていない魅力であったり価値、それから商品の背景にある物語

といったところがたぶん今まで伝えきれてなくて、認知されていなくて、出て

いなかった商品はいっぱいあるのかなと思っていて、そこをどんどんサポート
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しながら、テコ入れをして、表に出していくというのは必要かなと。もう一つ

はファンになってもらうための、体験だったり、地元の人と交流するという切

り口で色々なプランを出していく、それは関係性を築いていくということで出

していった方が良いかなと思っています。 

先程委員がおっしゃったことにすごく思いがこもっていると思ったのが、計

画を見ていてもつながっていなかったりするのです。観光は観光、環境は環境、

環境保護は環境保護という、でも正直現場にいると、色々なことがつながって

いて、観光と環境って裏表にあって、例えば海を見ても、もし海の環境が保護

されていなかったら、観光客の人からしたら、不満足で来ないと思いますし、

そこの所が切り分けられているのではなくて、ちゃんとリンクしてつながって

いる。例えばですが、京丹後市には琴引浜という鳴き砂のビーチがある中で、

あの浜を有している京丹後ならではですが、例えば脱マイクロプラスチックの

宣言をして、まち全体で、マイクロプラスチックの量を減らしていくという取

組をやっていると、正直日本人の方もそうですし、海外の方からしてもそうい

ったことを求めている人がたくさんいらっしゃいますし、旅行会社のトレンド

の中ではサスティナビリティという言葉が一つのキーワードになっているので、

環境に負荷をかけない旅行をしようというふうに意識している方からすると、

じゃあやっぱり京丹後に行こうということになると思うので、観光は観光、環

境は環境ではなくて、そこがちゃんとつながっていくというところが必要かな

と思っております。 

あとはここに書いてあるのですが、ジオパークだからここに人が来ると思っ

ていなくて、ここの魅力だったり、目的を果たしにくる、結果としてここがジ

オパークでジオパークだから環境が保護されるような仕組みになっているとい

う段階かなと思いますので、正直僕はジオパークだからというのは理由になら

ないなと思っているので、ここの順序を考えていただけたらと思います。個人

的にはここは観光地ではなくて、「関係地」になってほしいなと思っております。

１回来たお客様が、またあの人に会いたいなとか、会った人から紹介された所

に行ってみたいとか、行けば行くほど、関係性が深まっていくような、関係を

満たすような関係地になってほしいなと思っております。そんな文字もいれて

いただけたらなと思います。 

副 会 長： 前回上げられた意見に対してなのですが、年配の方が情報を得るための電子

機器の使い方が分からないという意見に対してですが、高校生などの使い慣れ

ている層が年配の方に使い方を教える会を開くことを提案します。年配の方は、

高校生から使用方法を学ぶことによって、情報を得やすくなると思います。先

程の「つなぐ」の歴史・文化を未来に継承していくということも、高校生など

の若い層の人たちは、会話の中で、年配の人から地元の歴史や伝統文化などを

学ぶことができるので、交流を深めることもできて、伝統などを引き継いでい

くこともできるので、ぜひそういった会を今の状況では難しいかもしれません
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が、考えていってほしいなと思いました。 

委員随行者： １３ページの「支える」の部分に対して、（２）の「誰ひとり置き去りにしな

い」という観点から、先程も言われていたのですが、障害者の方について、私

たちは何回かそういった講演などを聴いたことがあるのですが、あまりそうい

った機会がありません。今だったらちょっと恥ずかしいかもしれませんが、そ

ういった理解を深める会があると、本当に誰も置き去りにしないということが

実現できるのではないかなと思います。 

委 員： 今高校生から、理解を深める会をということを言っていただいて、とてもあ

りがたいなと思って聞いていました。障害者というと引かれたりするので、や

っぱり自然に障害者が普通に住めるまちになったら良いなと思います。先日、

久美浜の民生委員の会議に手をつなぐ親の会が呼んでもらって、自分たちの子

育てのことだったり、こういった障害がこういった特性でという話をさせてい

ただく機会があったのですが、呼んでもらったらどこへでも行きますので、ま

たぜひ声をかけていただければ有難いと思います。 

会 長： ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 

委 員： シーカヤックのインストラクターをしておりまして、観光のことで色々と思

うことがありまして、発言させていただきます。京丹後が好きな人がすごくた

くさんおられます。ファンだとよく聞きます。私に会いに来てねと言うと、会

いに来たよと言っていただける方もあります。ふるさと納税については、私も

間人の旅館様とタイアップして、シーカヤックと宿泊体験をあげておりますが、

なかなか入ってきません。ふるさと納税で商品を上げることが目的ではなくて、

上げたら、それを知ってもらって寄附していただく。そこに持っていかないと、

たくさん上げましただけではだめかなと思います。じゃあどうしたら良いのか

なと考えたときに、京丹後を皆様に知っていただく。この頃、色々なメディア

で京丹後って放送されていますよね。私もちょっと出ているのですが、テレビ

に出ていたねとよく言われますが、それを京丹後市民の方があまり PR しない

というか、京丹後って良い所だからもっともっと来てねとか、こんな所がある

んだよということをあまりご存知ない。私は間人に住んでいるのですが、間人

皇后はここに住んでいたということを聞くのよとか、立岩なら麻呂子親王が鬼

退治したときの鬼が入っているのだよとか、色々なことを話してもそうなのと

言われるのです。宿泊業者、旅館とかされている所の方でも、伊根まで何分く

らいかかるとか聞かれるのです。１時間くらいかなと案内したこともあるので

すが、そういったことがみんながみんなではないですが、やはり京丹後をもっ

と知って、来られた方に、こんな所に行ったらとか、こんなことは楽しいです

よとか、シーカヤックしてみたらとか、そんなことをみんなが言えるように、

なかなか難しいのですが、そういったことをそれぞれ旅館の方も一生懸命やっ

ておられるじゃないですか、それから体験も色々あります。こういったことが

ありますよと、つなぐのはどこかなと思ったときに、私がつなぐのではなくて、
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上の方、京丹後市はこんな所がありますよとか、みんなで取り組みましょうと、

元締めではないですが、そんなことをしていただいたら、それぞれで頑張って

いるから、それが力になって、京丹後市がもっともっと世の中に出るのかな、

これからは京丹後市の時代かなと思っていますので、すごく大きなことを言い

ましたが、そんなことをやってほしいなと思います。 

それからもう１点四季を通じてという観光、滞在型観光、春秋になかなかお

客様が少ないということで、平成３０年に教育旅行の旅育ということの会議が

あったのです。私も参加させていただいて、ではこれから教育旅行を誘致して

やるのかなと思ったら、全然そんなお話もないし、でも教育旅行をするのなら、

一つの所ではできないのです。京丹後市は色々な資源がありますよね。自然も

あるし、ちりめんとか海とか、そういった所をつないで、京丹後市に教育旅行

に来てくださいということになれば、もっともっと出ていくのかなと思って、

そのためにはやはりトップがぐっと引っ張って行っていただけたら良いなと思

っております。 

委 員： 自分の思いということで、３０億のふるさと納税、１００億でも２００億で

も良いと思っています。やはりこの経済が豊かになって、人間も心の部分が豊

かになるのが、大事だと思っていて、今までやってくる中で、その部分があま

り見えない。今日はちょっと皆様に意見を聞く中で、自分も少し理解できてき

たのですが、これは市民がどれだけ理解できているのか、そういったことを考

えたら、ほとんどの市民は理解できていない。だからふるさと納税３０億、何

を言っているのだ。みんなに伝わるように、「つなぐ」とか良い言葉を言ってい

るのですが、本当につなげているのか、今高校生たちに、夢と希望を持たせて

いるのか、本当にかなえられる市になっているのか、現状課題を解決していか

ないと前に進まないと思います。人口減少、いつも言っていますが、こうやっ

たら上がる。だけど課題解決してきたことはありますか。社会現象の中で社会

構造の中で、どんどん地方は減ってきている。その中で抜本的に京丹後として

どうやっていくのか、建設業界も聞いていると、どんどん厳しくなっていって、

業者も減っている。その課題は何だというと、みんなには見えない。建設業界

だけの話だけではいけない。それがつなぐということだと思っていますし、こ

ういった話で課題をたくさん出してもらっているのですが、市民が課題を共有

できているか、僕はできていないと思うので、この話が構築していかないと思

っております。 

委 員： 私もここに来て５０年近くなるのですが、あるきっかけで、すごく丹後って

良い所だなと、こんな素晴らしいことがあるのに、なぜ皆様知らないのだろう

と思ったのです。観光サミットというのが何年かにあるのですが、そこに行く

と京極さんがテレビにも出てきて、すごく歴史のあるお家柄の方です。その研

究というか、京極会という会をつくって勉強させていただいて、このことを、

子どもたちが東京に修学旅行に行って、東京で京丹後という文字が見れたらい
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いなと思っていて、皆様ご存じのように、首相官邸の跡地が京極家の上屋敷の

跡地なのです。そのことを知ってもらいたい。ちなみに財務局のある所は宮津

班の跡地でした。平成１７年、１８年に陳情に行きまして、その当時の財務大

臣と対談して、国会の答弁の中でちょっと触れてもらったのです。だけどおそ

らく、皆様に知られていなくて、ご存知ないのではないかなと思って、学校で

もちょっと教える機会があればなと思います。これが１点です。 

それともう１点は親戚の集まりがありまして、浜詰のホテルに Go To を利用

して泊まって食事会をして、京都市内、大阪、兵庫県などからきて、食べること

にはすごく満足して、おいしいと言ってもらったのですが、翌日は雨が降りまし

た。ものすごい雨で、魚屋さんの前は土砂崩れもしていて、大変な雨だったので

すが、こんな時に、雨が降っていてどこに行こうとなると、子どもも遊ばせてや

りたいということで、どこもないのです。丹後王国に行こうと行ったのですが、

ポニーに乗りたいのに雨なのか出ていない。ゴーカートに乗りたいけど、ゴーカ

ートもダメ、自転車も乗れません。ということで、結局何もできなくて、もう少

し子どもの遊び場があったら良いなと思いましたし、仕事はあるけど、戻ってく

ると、楽しむ場所がないのです。楽しくなければつくれば良いということもあり

ますが、少しつくっていただけるとという意見です。 

会 長： ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 

委 員： 重点プロジェクトの素案は、大きなこれからの基本計画の柱になる所なので、

具体的な所を言うのもと思うのですが、この中で、連合なので、労働組合の集ま

りです。労働者の集まりです。その中で色々と新しい産業を創り出したりという

こともありますが、働いている方々を守っていく、新しいことをつくるのは良い

のですが、今いる方々をしっかりと守っていくというところで、労働条件をしっ

かりと確保していくとか、労働者を守るための取組をしておりますので、例えば

最低賃金を守るとか、そんなところが確保されないと、新しい丹後に来て働いて

もらう方、働いてもらう方が来れば、当然人口も増えて、子育てもしやすい環境

をつくっていくということになると思うので、今後進めていく中で、そういった

所もしっかりと考えながら進めていただきたいなと思います。 

具体的なところになりますと、例えば「育てる」という項目ですが、高校生は

これから就職や進学をしていくと思うのですが、教育の中でしっかりと働くとは

なんぞやというところから労働基準法とか、昨今言われている、ブラック企業と

か、そういったところをしっかりと見極めるための目を育ててもらうということ

も含めて教育の中の方針として盛り込んでいただきたいなと思います。 

あとは、「支える」というところでは、子育てになると思うのですが、働くた

めには子どもを預ける必要があると思うのですが、うちもそうです。こども園で

働いておられる先生ですとか、保育士の方々の労働条件はやっぱり厳しいと思い

ます。丹後は待機児童０ということで、うちもちゃんと入れてもらっていますし、

そういった部分は良いかなと思いますが、やっぱりそういった所に負担がかかる
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というふうに思いますので、そういった所もしっかりと確保しながら推進してい

ただきたいと思います。あとは、「生活・命を守る計画的な基盤整備」というこ

とで、子どもの通学路みたいな所で、丹後はやっぱり道が狭かったりすると思い

ます。先日も、うちの子どもの登校班の子が一人、ガードレールのない川に落ち

てしまったということも耳にしました。やっぱりガードレールがない道とか、歩

道が狭い道はあると思います。そういった所もしっかり安全確保が出来ていると

いうのが、子どもを守ることにつながってくると思いますので、しっかりと考え

ていただきたいと思います。労働の協会ですが、このコロナの中で非正規の方の

雇止めだったり、労働条件についての相談も結構上がってきたというふうに聞い

ています。今のウィズコロナ、アフターコロナ、こういった所も出ておりますの

で、雇用者を守るということも考えながら推進をお願いしたいなと思います。 

委 員： 丹後町に住んでいるのですが、過疎になる一方の地域ですし、宇川に行きま

すとお店も撤退しております。今は温泉工事もしておりまして、観光客も来るこ

ともできませんし、地域の人の入浴もできないので、人の出入りもなくなってき

ます。いかり高原に関しても、そんなに人が行くようなこともない。本当に過疎

の過疎になっていくのかなという不安の地域ですが、そこの中で、やはりクラウ

ドファンディングとか大学生が入っての色々な活動、地域おこし協力隊とか、ス

マート定住とか、年配の私たちには、横文字はついていけないような、組織的な

部分がすごく影響しております。 

でも実際にどうなのかというと、本当に地域の皆様とのコミュニケーションと

いう部分は、クエスチョンかなと思っております。なので、私は小さい団体の中

で、地域を守っていこうと一生懸命努力をしながらしておりますが、後継者、す

べてにおいて、今４つの項目もありますが、シェアリングエコノミーの中にささ

え合い交通もデマンドバスもお年寄りにとって、非常に難しいのです。かといっ

て、観光客もなかなか乗るということはありません。でもささえ合い交通はスマ

ホを、お年寄りはスマホなんて難しいですよね、私たちも運転をするからという

ことでスマホに切り替えた、でもそれは運行管理者で配車を電話で受けて、そう

いったことはできていますが、デマンドバスは、市のバスです。お年寄りにとっ

たら、前日予約をしないと乗れません。前日予約はなかなか厳しいです。それに

電話をかけることができない方も多いですし、デマンドも間人地区と宇川地区と

いうことで、月水金、火木土に分かれているのです。それ以外は利用できません。

ささえ合い交通にしても、丹後町発です。京丹後市どこまでも行くことはできま

すが、帰ることはできません。高校生にとっても、朝のクラブ活動が始まっても、

そのクラブによっては、バスはありません。間に合いません。送迎しないといけ

ません。送迎できる家ばかりではありません。本当にここに来させてもらって、

すごく立派な京丹後市のものがあるのですが、にしがきがなくなる時に、私も関

わらせていただいたのですが、市の行政の力はものすごく、どの項目についても

必要だと思うのです。その地域の現状をもっとしっかりと行政の方に把握してい
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ただきながら、ささえ合い交通にしてもせめて、通院ですよね。大きな病院がな

い丹後町にとっては、お年寄りが増える一方の中で、本当に不安です。私たちの

時代は、海や山や川に囲まれて、自然を満喫して遊んでいました。自由でした。

私も転勤族で子育てをしておりましたが、退職してこちらに帰ってきました。そ

れは都会の中で生活しながら、あの丹後に帰りたいと思ったから、私たち夫婦は

帰ってきました。だからそういった意味でも子どもたちが育って都会に行って、

あの京丹後市に帰って来たいな、宇川だったら天然鮎、鮎とりをしたな、海に行

ったな、いかり高原の牧場に行ったな、とか、京丹後市の名所もたくさんありま

す。先程委員が言われたように、シーカヤックも海の美しい所であります。ジオ

パークで、その良さをどうプロジェクトの中でつなぎながら、子どもたちに伝え

ていく。今高校生が望んでいること、本当に日々の生活の中で伝えていかないと

いけないことなのではないかな、確かに京丹後市として総合的な大きな目標を作

りながら、その中に現状の生活をしっかりと行政の方にもっともっと深く知って

いただきながら、入っていただき、やっぱり来てくださっている高校生、子ども

たちに伝えていけたらなと思って、日々の生活の中でとりとめもないことも話し

ましたが、そんな実感です。 

委 員： 今京丹後市の老人会は１,８８８名で発足しております。私も今年４月から市

老人会の会長を受けさせていただいて、京都府の副会長をさせていただいており

ますが、いつも話すのが、とりあえず、自分の好きなことを１つやりなさい。グ

ランドゴルフ、ゲートボール、それから今はやっています、輪投げ、麻雀など色々

あるのですが、その中で一つ自分の好きなことを選んで一生懸命になってくださ

い。常に笑顔で、笑顔の中でプレーなり、皆様とコミュニケーションをとってく

ださい。そしたら「百才活力社会」ですか、１日に数回笑うことによって寿命が

延びますと言っているのですが、私たちの目標は６５歳以上になったら誰でも声

をかけて会員になってもらっているのです。皆様もまだ老人会に入っていない方

がいらっしゃいましたら、どうか１日も早く老人会に入っていただいて、元気に

なっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委 員： ４つの重点プロジェクトを事務局の方からご提案をいただいているというこ

とですが、この提案内容については、基本的には異議はございません。ただ先程

来出ております、表現上の問題ですとか、そういった意味では修正点はあろうか

と思います。それから前回の冊子のものについても、基本的な理念はすべて盛り

込まれておりますので、内容については、基本的には大きく変わっていないと思

います。ただ新しい社会情勢もありますので、それが反映されたものになってい

るというのを感じております。理念を詠われるわけですから、市民に分かりやす

くないといけないということがあろうかと思います。それから安心感を与える。

共感を引き出す。表現上の工夫は非常に大きいだろうと思います。私が思いまし

たのは、「支える」とか、それぞれの分野で言うと、福祉、教育、保育だとか、

それから産業経済だとか、文化の分野を取り込んでいるわけですが、そのキャッ
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チフレーズとかスローガンは、そういった表現が「かせぐ」とか、「育てる」と

か、そういった表現でされている。例えば「支える」なら、地域づくりをすると

いうよりも、「支える」という一言の方が表現だけの方が分かりやすいのではな

いかなと思っております。 

私は、福祉がどんなふうに扱われているのかなという所に焦点を絞って見てお

りました。今日の重点プロジェクトでは、福祉が一つの大きなテーマの中に位置

付けられているということで、福祉担当者にとっては非常に安心感といいますか、

心強いといいますか、そういった気持ちを受けるのです。ですからこれは４つの

うちの柱に挙げていただきたいなと思っております。 

あとは表現上の問題なのですが、先程の高校生の意見だとか、色々な工夫の意

見もありましたが、一つのポイントは４ページの概念図がぱっと見て分かるよう

になった方がいいかなと思いました。すぐにどうしたらいいのか分かりませんが、

先程の議論を聞いておりますと、ぐるぐる回っているだけじゃなくて、回りなが

らアップしていくということであれば、例えば螺旋構造の図を使ってスパイラル

的に表現をして、こういったことをやっていく中で、市民総幸福が上がっていく

というような、そういったビジュアル的な分かりやすさも可能であれば、もう少

し出していただければ、有難いなと思っております。ただ先程も委員が言われま

したが、本当にこれが実現することこそが大切でして、そこの議論が今後出てく

るのではないかなと思うのですが、さらにこれを実施計画にするにあたってが重

要な部分かなと思います。 

委 員： 分かったら教えていただきたいのですが、僕もネットの方が強くないのです

が、京丹後市全体の GDPがいくらか分からないのです。ネットであるのなら、ど

うやって調べたらいいのか教えてほしいのですが、それと６次産業と出てきまし

たが、昔は第１次、第２次とかだったのですが、第１次産業がどれだけ GDPの割

合を占めているのか、２次産業がどれくらい占めているのか、３次がどれくらい

なのか、その中で今観光はどのくらいなのか、ちょっと全体像が分からないので

す。また後で個人的に教えていただけたらと思います。 

それから、医療のところは医師会がありますので、これを踏まえて医師会のメ

ンバーと相談いたしますが、４つの病院があり、みんなで協力して皆様のご要望

に応えていこうと思っていますが、この問題点に書いてありますように、どうす

るか、行政にお願いすることばっかりではなくて、事業といいますか、自分たち

でどうするのかということをベースにして、極力行政のお力もお借りしたいと思

っております。 

それから観光の問題はインバウンドを入れて、またコロナが来ると、その時に

また大慌てにしなくてよいように、こちらの対応を考えていかないといけない。

それから宇川に Xバンドレーダーがありますね。あそこでコロナが京丹後市に持

ち込まれたということで、あまり良いイメージがないのですが、とにかく日本の

極東行政を考えたら、レーダーが必要ですので、あそこの職員は数百名とおられ
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ますので、その職員の皆さんと協力して観光に結び付けたら良いのではないかと

思います。皆様中国語よりも英語の方ができるわけですから、一案かなと思って、

問題提起でございます。 

アドバイザー： 私の方からは完全に外の立場から今回のお話をお聞かせいただいて、少し感

想も含めてお伝えできればと思っております。最初に４つの重点プロジェクト

の素案ですね。これが非常によく考えられて作られているなと率直な感想でし

て、しかも一番先に「かせぐ」というのをお持ちになられているというのが、

これを作られた方のご意思を感じました。というのが「育てる」とか、「支える」

とか、「つなぐ」の一番元になるのが、やっぱり財政というのが大きいのかなと

思っておりまして、そこで一本、本当にふるさと納税が１０倍にできるのかと

いう議論はもちろんあるかもしれないのですが、これを柱にやっていくぞとい

うご意思をものすごく感じたので、ここは素晴らしいなと思いました。 

私はそんなにじっくり見たわけではないのですが、お隣の豊岡市とか宮津市と

か、同じような基本計画の方のホームページに載っている内容を少し拝見したの

ですが、実は豊岡も宮津も、おそらく抱えていらっしゃる課題としてはたぶん近

しいのではないかと思っておりまして、先程来、何名かの委員様がこの計画が実

際にできるのかどうかというのを強くおっしゃっていたのですが、実は宮津には

天橋立があって、豊岡には城崎温泉があって、豊岡と言えば何ですか、城崎と言

えば何ですかとか、宮津って知らないのですが、天橋立知っていますみたいな、

ものすごいキラーコンテンツがあるので、そこは実はその両市は足かせになる可

能性もあるのではないかなと思っておりまして、僕も京丹後の網野は何度も行っ

ているのですが、京丹後市の一番の強み、外に発信する強みみたいなものが何な

のか、１本柱を立てるのか、小さい枝みたいなものを何個もやりながら、ものす

ごい強い柱になっていくのかということは、これから決めていっていただく流れ

になるのかなと思っていまして、というのが、まず一番最初に抱いた感想です。

というのも行政を元気にしようと思うと、人がたくさん、定住人口でも一緒だと

思うのですが、たくさん入ってきたい場所、先程どなたかおっしゃっていたので

すが、信頼とか信用みたいな話もあったのですが、京丹後市に行きたい、京丹後

市に長く居たい、結果お金とか時間を過ごしていくという流れを作っていくには、

どうしたらいいのかなと感じておりまして、実は私、これをざっと拝見したので

すが、一番他の周辺の行政と比べて差が出ているのが、このふるさと納税の部分

だったかなと思っておりまして、ここには強い意思を感じたのですが、他の所で

はどこまでやりきれるのかと、他に柱になることがないのか、京丹後市の魅力み

たいなこと、他の行政と比べた時に魅力の再発見みたいなことは、ぜひ皆様しか

お分かりじゃないと思うので、お考えいただけたら良いのかなと思っております。

それは京都の山陰方面だけではなくて、どこも人口減少とか ICTとか言ってます

ので、その中でどこを立てていくのかとか、どこを京丹後市の特徴として世の中

に発信していくのかというところをぜひ、今後の議論の中で話し合っていければ
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と思いました。発表された皆様のお話をお聞かせいただいて、課題感や意識も高

いので、これを事業で実際の動きとしてどうやってもっていけるのかというのが

これから大きな課題になるのではないかなと思いながら話を聞いておりました。

ぜひ私も微力ながらできることはやらせていただければと思いますので、一緒に

良い取組になっていけばなと思います。 

委 員： ４つの重点プロジェクトは本当に分かりやすくて、本当にこれが実現できれ

ばと思います。それで前回の時に３０億なんてという話でびっくりしてこんな

のできるのかという意見を言わせていただいたのですが、並々ならぬ意欲とか

市の広報を見たら大きく出ていますし、委員もおしゃってましたが、区長会で

もどんどんそれを今宣伝されているということは、こうなったら市民全体がや

っぱり盛り上げていかないといけないと思うのです。市役所の職員だけがやれ

と言われて、毎晩遅くまでやっているということにならないように、やっぱり

市民がそのことに対して理解して、この４つのことをしていくためには、全員

が取り組んでいかないとなかなか難しいかなと思います。今は SNS もあります

し、市民みんながこんな良い所があるので、ふるさと納税をやりましょうとい

うようなプロジェクトをつくるとか、何か一つでも市民がお手伝いできる、そ

んな取組もできたら良いなと思いますし、「かせぐ」や「育てる」で次回今度は

具体的に話をされると思うのですが、そういった具体化していくということが

今後の課題になっていくかなと思いますので、また次回楽しみにしております。 

委 員： 私は２つお話させていただきたいと思っております。皆様、具体的な現場で

の話もされている中で、冊子の見せ方について、まず提案させていただきたい

なと思うのですが、この冊子に書いてある内容の具体性のレベルがすごくまち

まちなのです。なので、その部分を考えたときに、分かりにくいのだろうなと

思いました。基本計画の５ページの体系図を見ていただくと、こっちの見え方

が視覚の話なので、これが過去のものなので、正しいかどうかは置いておいて、

ただ分かりやすいです。これをたどっていけば、この案につながるというのが

あるので、そうなっていくと具体性のレベルを合わせていかないと、イメージ

がつきにくい、だから市民が共感するという話がありましたが、そういったこ

とをしっかりとこの原稿案の段階でしっかりと考えていただきたいなというの

が１点です。 

もう１点が、４つの重点プロジェクトの市民総幸福の最大化がありつつ、これ

を考えたときに、京丹後市で当たり前にできるということがやっぱり持続可能な

まちであるということを考えると、抜け漏れがないのかなと思いました。やっぱ

り財源だとか、社会福祉だとかありますが、実際私が具体例で気になったのが、

１５ページの（５）の「生活・命を守る計画的な基盤整備」ということで、もち

ろん今現状にあるインフラがイメージされていると思うのですが、電気、ガス、

水道と考えたときに、私が事業として水道の代表をさせていただいておりますが、

水道事業者の維持は非常に厳しい状況にあるなと考えたときに、皆様の飲み水を
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どうやって確保しますかということを考えたときに、そういった所の観点がない

のかなと感じまして、そういった所の全体像を市の行政を維持していくための部

分の抜け漏れがないですかということについては、もう少し考えていただく必要

があるのではないかなと思っております。 

委 員： 私は１年半くらい、単身赴任でこの京丹後に参りまして、峰山で１年半暮ら

させていただいて、同じ京都府に住んでおりながら、ここまでお米がおいしか

ったり、例えばお魚がおいしかったり、お酒がおいしかったり、お肉がおいし

かったり、お塩がおいしかったり、こんなに美味しいものがあるのかなという

のに、驚いた次第です。同じ京都に住んでいながら、そういったことが京都の

南に住んでいると、なかなか発見できなくって、こういった食材を家に持って

帰って、子どもたちに食べさせると、本当に感動するのです。今でも京丹後の

お塩を使って色々な食材を食べたりとか、お米もやっぱり非常に喜んで食べて

いるのが現状です。そう考えると、今回の１丁目１番地になってくるのが、「か

せぐ」という所のふるさと納税に関して、やっぱりこういったプロモーション

があれば、必ずリピートやファンは増えてくるのかな、そうするとそんなに難

しい話ではないのかなと、これだけ食材もありますし、観光資材もありますし、

あたたかい人たちもあって、観光もそうですし、色々な所でやっていけるとは

思いますので、これはあくまで役所の中の人がすることではないので、やっぱ

りみんなでやっていく、行動していく、そのためにも、やっぱり目標を持って

決めて、その目標に対して達成するために何をやっていかないといけないのか

ということを感じております。 

あとこのイメージの書き方もそうなのですが、私個人的に、「かせぐ」という

のは大変重要なことだと認識はあるのですが、市民総幸福の最大化を考えると、

やっぱり「育てる」、「支える」、「つなぐ」、これは本当に良い言葉だと思います

し、書かれていることは非常に重要なことなので、これをぐるぐる回しながら成

長させていく、その土台にあるのが、「かせぐ」というところなので、「かせぐ」、

「育てる」、「支える」、「つなぐ」、全部重要なのですが、かせぐ部分に関しては

育てる、支える、つないでやっていきながらもどれにも当てはまってくるという

ところがあるのかなと感じております。 

あとは委員がおっしゃっていた、スケボーランドをやっていくということに

賛成というか、スケボーだけではないと思うのですが、やっぱり今回の計画を作

っていく中で、一番初めにあるのは、人口減少の問題だと思うのです。人口減少

を解消していくために、何が必要になってくるのかというと仕事作り、雇用とい

うところが非常に重要なことになってくると思いますので、雇用を確保するため

に、京丹後市以外から事業者を引っ張ってくるというのが一つですし、今ある事

業者がより拡大成長していって、雇用をさらに増やしていくことも一つですし、

今ある事業者様が商売をやめない。要は事業者数を現状維持していくために、事

業承継をやっぱり上手にやっていく、これが今非常に重要になってくるかな、そ
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こでやっぱり金融機関の役割が非常に重要になってくるので、そういった意味で、

今ここにおられる信用金庫様と共に、その事業者様を支えて、雇用を守っていく

というところを協力していきたいと思っております。 

委 員： 私は小学６年生の娘がおりますので、子育ての立場から申し上げたいと思い

ます。私は旅行が好きで、子どもが小さい頃から全国津々浦々に主人と３人で旅

をしてきたのですが、コロナの関係で出られなくなったということで、ストレス

をためておりまして、最後に北海道に２月にスキーに行って、その後に非常事態

宣言が出てというところで、ずっと留まっていた中で、本当にだんだん地元の良

さを知る。近い所の良さを私は知らないのではないかと、思う瞬間が度々ありま

して、実際に季節もよくなり始めた頃に、私峰山町に住んでいるのですが、金毘

羅神社の山の上に、嫁いで１０数年たつのですが、上がったのも初めてだったの

ですが、散歩をしてみて、感動する場面であったり、今年は八丁浜に３回泳ぎに

行ったのですが、何年か前に行ったときは、ものすごく水か汚かったのを覚えて

いて、琴引浜に行ったりとか、久美浜の方に行ったりとかしていて、久しぶりに

行った所、今年はものすごく人がたくさん来ていたというのを聞いたのですが、

ものすごく綺麗だったのです。そのことにすごく感動して、自分が足元を見れて

なかった、本当に京丹後の良い所を知らなかったというのを実感したのです。そ

れで、これから子ども一人なのですが、京丹後市を支える一員として娘が京丹後

市でずっと暮らして、仕事もして子育てもしてと思える京丹後市を作っていける

こういった場に仕事を通じてですが、参加させていただけることにすごく有難い

と思っておりますので、これからもこの会議を楽しみにしてきたいと思っており

ます。 

委 員： 委員が京丹後市が好きだと言われたのですが、私の友達は、子どもが都会に

出たら帰って来なくても良いと言う人が何人かいるのです。やっぱり入ってくる

人も大事ですが、留まる人を確保しないと、人口は減っていくばかりで、親が京

丹後市はすごく良い所だよというのをもっと口に出すとか、態度を見せたら、都

会に出ても帰って来て、うちの息子も帰って来てほしいなというのは小さい頃か

らずっと言っていて、長男なのですが、帰って来ても仕事がないと言われて、だ

ったら農業しかないかなと言っていたのですが、結局大学も農業系に行って、と

りあえずそういった農業機材の営業を経て、こちらに帰って来たのです。頭の隅

にこっちに帰って来ようという気持ちが植え付けたわけではないのですが、やっ

ぱりそういった気持ちが片隅でもあったからこっちに帰って来て、それなりに百

姓も一緒にやっているのですが、やっぱり出ても帰って来れる状況、先程言われ

た事業、高速道路も大宮までついたら、都会にいく時間も短い時間で交通の便も

よくなりましたし、そういったことも含めて一緒にやっていけたらなと思ってお

ります。 

副 会 長： ３点申し上げたいことがあって、SDGsをこうやってちゃんと近くに置いて考

えているということは、体系的に物事を考えていけますし、SDGs 自体は良いこ
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とだと思います。これは前回も確認させていただきました。その上でですが、SDGs

はすごく使いやすいのですが、あいまいにもなりやすいのです。１７の目標があ

って、１６９のターゲットがあって、２３２の指標があるということになってい

るのですが、ご覧になってもお分かりだと思いますが、17 の目標しか使わない

のです。これは私が政策の研究をしておりますので、あちこちの計画を見るので

すが、大抵１７の目標のどこに入るのかしか見ないのです。結果として何が起き

るのかというと、企業がやっても自治体がやっても自分たちがやってきたこと、

やりたいことをまず書いておいて、それって１７の中のどこに関係するのって、

後からはめていくのです。そういったことが起きやすいのです。もちろん現実的

にあるかと思いますが、１６９や２３２をもうちょっと細かいところまで読んで

いくと、どういうふうに進めないといけないのか、何が２０３０年の目標になっ

ているのかというのが明確で細かいのです。それをやはりどこまで反映させてい

くのか、最後はもちろん各ローカルで判断してくれということなのですが、要は

あまり凡例的な使い方をするといけませんよということ、これは自治体の方は考

えてつくっておられると思うのですが、それを言い終えたうえで見ていただきた

いのですが、１８ページを見ていただくと、ここに全部入っているのです。結構

こういったことが起こるのです。歴史・文化・自然なので当たり前でしょう、と

思われるかもしれないのですが、ただここは再三ご指摘があったように、最初の

「かせぐ」から見ていると５ページあって、「育てる」が３ページあって、「支え

る」が４ページで、「つなぐ」が２ページということになっていて、かなり強弱

が違うのです。こういった格好になっている、ということはやはりもうちょっと

強くやっていくことがあるのではないのですか、というのが意見としてはあるの

です。今言った最後のところが２つになっていますというのが、先程の論点なの

ですが、正直な言い方で申し上げます、京丹後市に関わって長いですし、歴史文

化自然も分かります。それで２ページなんですか。それは違うのではないですか。

これは大事な視点なので、そういったことも含めて、一番最後が２ページで終わ

っている所はもうちょっと探してこれだけというはずはないので、もうちょっと

しっかりと書き込んでいくべきかなと思います。 

最後３点目なのですが、全体を通して誰が主役なのですかということです。確

かにスパイラルで書いていくアイデアは素晴らしいと思いますし、「かせぐ」か

ら始まってこういった循環があるのは良いと思うのですが、結局最後にも出てい

たように、だれが結局やっていくのかということになると、それはふるさと納税

一つとったとしても、市民になるでしょうということになるので、そうであれば、

やっぱりこの市民がまちを作っていくのだというもう少しメッセージ性があっ

た方が良いのになと思いました。最後に言っておきますと、１丁目１番地が政策

ごとに見ていくと、私たちはだいたいこうやった見方になってしまうのです。最

初に書いてあるのが「ふるさと納税」だということでこれは当然１丁目１番地だ

と、ここだとおそらく色々なお話を聞いていて議論が集中したところだと思いま
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す。この議論が収斂していないのではなくて、一方で「かせぐ」というのは良い

のではないかという意見、もう１点は良いのだが、「かせぐ」の中に何を重視し

ているのかという視点があったとい思います。それは両立可能です。これも市の

思いとして、現に進んでいて、とても大事なことですが、その意味を書くという

のがすごく大事なことで、それは最初の方で議論されていたと思うのですが、取

組の視点に色々と書いてあります。書いてあるのですが、この書き方で十分なの

か、５ページに行っても、そこはふるさと納税が良いというのが市民に分かりや

すく伝わるという、書き方としても十分なのかなと、そういったところがもう少

し検討いただきたいということです。 

アドバイザー： 色々な意見を聞いておりまして、私なりに感じたことを何点か申し上げたい

と思います。今回、議論した４つの重点プロジェクトは、分厚い冊子の基本計画

の４ページの基本計画部分で、この中でも特に重点的に取り組んでいこうとする

プロジェクトというのが最初に説明にあったと思います。その分厚い冊子で言い

ますと、２４ページ以降に基本計画がたくさん書いてありまして、こういった施

策をまたこれから今後皆様で議論していくと思うのですが、そういった多くの中

でも、特に４つのプロジェクトについては力を入れてやっていこうというものだ

ということです。こんな形で、当然行政ですので、漏れなく色々な分野の施策を

やっていくのは当たり前の話です。その中でも力を入れていく分野ということで

すので、こういった言い方をするのが分かりやすくて良いかなと思います。ただ

分かりやすく、市民の皆様に見せていく上で、文章をやっぱり分かりやすくして

いく必要があるかなと思っております。 

取組の視点というのが、今後やっていこうとする方向性だと最初に説明があっ

たかと思います。この辺りの書きぶりを見ていると、なかなか抽象的であったり、

何をするのか分からない部分を感じておられる方もいるのではないかなと思い

ます。役所の仕事で言いますと、取組の視点の中に入ってくるような事業を当て

はめることですね。こんなことをしたうえで、そしたらこんな事業を考えられま

す。そういったことも踏まえて、何を書こうかということを考えていくわけです

が、結局どんな事業かということを具体的に考えられないと、なかなか具体的に

書けないということになるのですが、やっぱり市民の皆様方により分かりやすく

するためには、この辺りの書きぶりをもうちょっと具体的にしていった方がよい

のではないかなと思いました。 

例えば８ページで（４）の「織物業」「機械金属業」の成長促進と新産業の創

出、という所で、新シルク産業の事業化に向けた取組を推進と書いてあるのです

が、何をするのかなとちょっと具体的にピンとこないなと思いますし、その下の

（５）取組の視点の所で、「地域経済循環の仕組みを構築し」と書いてあるので

すが、これも何なのかなと思います。 

この辺りをもうちょっと、これは例えばの一例ですが、なかなか書きづらい部

分もあろうかと思いますが、より分かりやすくもっと書いていった方が、本当に
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市民の方に自分のものになるのではないかなと思いました。それと、誰がやるの

かという点で、この取組の視点の所に書いてある中身が、行政としてやる部分な

のか、民間の皆様がやる部分を下支えしていく、支援していく、その辺の書きぶ

りもごちゃごちゃになっている感じがして、それもはっきり分かりやすく書いた

方がよいのではないかなと思いました。 

それと、基本計画なので、４年間でやることをここに書くのは大前提です。た

だ全部が全部４年間で出来るわけではないので、中長期的に検討するということ

を書いてあります。中長期的にこんなことを目指して、そのためのステップを踏

みますということも当然出てくるので、その辺をちょっとはっきりと４年間でこ

こまでやりますという部分と、もうちょっと中長期的にやる部分を分かりやすく

書いた方がよいのではないかなと思いました。それから、色々な意見を聞くなか

で、色々な分野の連携、分野間の連携であったり、地域の連携であったり、どん

な意見が出ていたのかというふうに思うのですが、もう少し広域的な連携も、視

点の中に入れていったらいいのではないかなと思いました。私は京都府の職員な

ので、京都府は広域行政を担っておりまして、例えば京丹後市の近隣の市町との

連携であったり、京都府との連携であったり、そういった視点も書いていただく

とより、京丹後市独自の施策だけでなくて、取組の幅も広がるのではないかなと

思いました。 

会 長： ありがとうございました。まだまだご意見を頂戴したいと思いますが、この

場ではなくても事務局の方に言えなかったことはまたお伝えいただいても良い

かなと思っております。この後、またワークショップなんかもありますし、そ

の辺りは、本日のご意見やワークショップでのご意見も、こちらに加えていた

だきまして、よりしっかりと肉付けされたものに修正していただいて、また出

していただきたいと思っております。それでは進行を事務局にお返しします。 

 

■その他 

事 務 局： 味田会長ありがとうございました。皆様も本当に長時間に渡りまして、活発

にご審議いただきまして、ありがとうございました。またアドバイザーの皆様

もありがとうございました。またリモートでご出席の皆様もありがとうござい

ました。今日は色々なご意見をいただきまして、そういったことも踏まえて、

また次回修正したものをお示しをさせていただく、その上でまたご議論をいた

だければと考えております。そうしましたら、最後にその他という所がござい

まして、事務局から事務連絡をさせていただきます。 

事 務 局： 繰り返しになりますが、皆様には大変長時間に渡り、ご審議いただきまして、

ありがとうございました。先程会長様からありましたように、限られた時間の

中での審議でしたので、まだまだご意見などあろうかと思います。そういった

部分について、また事務局の方からご案内をさせていただいて、例えばメール

ですとか、文章的なものでもってお返しいただくことで、少し皆様にご案内も
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させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

何点かご報告させていただきます。先程少し出ておりました、本審議会主催

の「未来創生ワークショップ」の件です。お知らせはしておりますが、基本計

画の見直しに当たりまして、若年層を中心として広く意見を聴くということを

目的として、ワークショップを開催することをお伝えしております。第１回目

ですが、１０月２日に網野高校の授業の中で、学校の協力も得ながら、開催を

することとしておりまして、当然高校生中心のワークショップですが、当審議

会から副会長の小林様と原田様に参加していただくという予定にしております

ので、ご承知おきいただきたいと思います。また第２回目につきましては、１

０月９日に開催をする予定です。主に若年層の方を中心としておりますし、第

３回目は１０月１０日に開催する予定にしております。ここは女性の方を対象

として合計３回のワークショップを開催をする予定にしております。こちらに

つきましては、中谷副会長様にコーディネーターをお世話にしていただきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

このワークショップの開催結果につきましては、次回３回目の会議にてご報

告をさせていただきたいと思いますので、ご承知おきいただきたいと思います。

最後に第３回目の審議会の日程でございます。次第にも少し掲載もさせていた

だいておりますが、１１月５日（木）午後２時から、場所は未定にしておりま

すが、開催をさせていただく予定にしておりますので、ご了承いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

■閉会 

事 務 局： ただいまのワークショップですが、それぞれ会場で傍聴いただくことも可能

ですので、またご出席等ご検討いただけたらなと思います。今日のことも踏ま

えながら、先程も言いましたが、ご意見ございましたら、メールなり文章なり

で提出いただけたらということで、その辺を文章でご案内させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。それでは閉会に当たりまして、

副会長４名の方がいらっしゃいまして、今日は代表して中谷副会長に、閉会の

挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

副 会 長： 皆様、本当に長い時間ありがとうございました。この場を見ていただけたら

分かるように、半数ずつ男女がいて、老若男女ともに、これだけ活発な発言だ

ったということで、たぶん珍しい事例かなと思っております。なので、この計

画に反映されていくように、こうやって熱心な議論を、これからも引き続きで

きればと思っております。本当に今日はありがとうございました。 


