
第２回京丹後市総合計画審議会における主な意見とその対応

【かせぐ】

No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

1 かせぐ
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。

すでに体験メニューも返礼品として登録していますが、更
に充実させていく必要があると考えています。

第２回審議会

2 かせぐ

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。４つの重点プロジェクトは全くその通りだと思うが、ちゃんとリン
クしていくのかということが問題。取組は色々とやっているが、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ではないか。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、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と思う。

４つの重点プロジェクト６ページ（1）「ふるさと納税10
倍プロジェクト」の取組の視点に、「官民一体で推進！市
民皆でＰＲ！」の文言を追記するとともに、「市民皆で連
携・協力してふるさと納税を盛りあげていく仕組みを構
築」することを記載しています。
また、各施策の展開にあたっては、重点プロジェクトの３
ページに記載のとおり、ＳＤＧｓの考え方を取り入れ、市
民の皆さんをはじめ、あらゆる主体との連携・協力をもと
に目標の達成を目指すこととしています。
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3 かせぐ

食べ物と観光のサービスをくっつけて考えていけば、ふるさと納税は２倍でも３倍
でももっともっと可能性は広がってくる。お金がないと正直、「育てる」ことも
「支える」こともなかなか難しい。稼ぎにいかないといけないし、それをすること
で、地元の仕事がどんどん広がっていく。

観光事業者の方と連携し、更なる返礼品の充実を図りま
す。また、ふるさと納税を通じて、まちづくりの財源確保
だけでなく、地域経済の活性化につなげていきます。
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4 かせぐ

京丹後市はサーファーがたくさん来る。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、夜もライトアップして遊べるように、スケボーランドをつくって
はどうか。サーファーにもっと丹後に長い間滞在してもらうことで「かせぐ」こと
につながってくるのではないか。

「滞在型の観光地づくり」を目指すための取組のアイデア
として、今後の施策展開における参考にさせていただきま
す。
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5 かせぐ 「かせぐ」の（５）とか（６）ももっと力を入れて書いた方が良いのではないか。
重点プロジェクト８ページ（5）、（6）の文言を追記しま
した。

第２回審議会

資料２

1 / 14 ページ



No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

6 かせぐ

ふるさと納税は、お買い得だから選ばれるのではなくて、京丹後市のファンだか
ら、ここを応援したいからという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厳しい戦いになる。
現金をかせぐということばかり書いてあるが、信頼や信用をかせがないと仕事にな
らなかったり、もしくは人脈をかせぐ、関係性を築いていく、情報をかせぐという
こともあるのかと思う。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、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。少しこの「かせぐ」の内容については、具体の部分もそうだが、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
う。
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
思うので、そこをサポートしながら、テコ入れをして、表に出していくというのは
必要。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う。

重点プロジェクト６ページ（1）の本文ににふるさと納税
の趣旨を明記し、制度の適切な活用により拡充を図ってい
くこととしています。
また、取組の視点に、「本市出身者や関心のある人等市外
在住者ともさまざまな機会を通じて関係性を築き、“ま
ち”、“ひと”の想いに共感してもらうことで、応援され
るまちを目指します。」といった文言を追記しました。
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7 かせぐ

現場にいると、色々なことがつながっていて、例えば、観光と環境は裏表にあっ
て、もし海の環境が保護されていなかったら、観光客は来ないと思うし、そこの所
がちゃんとリンクしてつながっていることが重要。例えば、琴引浜という鳴き砂の
ビーチがある中で、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、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に意識している方は京丹後に行こ
うということになると思う。観光は観光、環境は環境ではなくて、そこがちゃんと
つながっていくことが必要かと思う。
ジオパークだからここに人が来るのではないく、ここの魅力だったり、目的を果た
しに来る、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う。正直ジオパークだからというのは
理由にならないと思うので、ここの順序を考えていただけたらと思う。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。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
しいなと思う。

重点プロジェクト７ページの（3）取組の視点に、「ジオ
パークをはじめとする多様な資源を「守り」、磨き、積極
的に活用することにより」といった文言を追記しました。
また、「関係地」を目指す取組については、重点プロジェ
クト19ページ上段の取組の視点に、「まちや人とのつなが
りを起点とした観光振興や移住促進」といった文言を追加
しました。
その他、「脱マイクロプラスチック宣言」「環境に負荷を
かけない旅行」につきましては、重点プロジェクト19ペー
ジ（4）「京丹後発！地球・世界の未来に貢献するプロ
ジェクトを創出」の施策展開におけるアイデアとして、参
考にさせていただきます。
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No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

8 かせぐ

ふるさと納税については、私もシーカヤックと宿泊体験をあげているが、なかなか
入ってこない。ふるさと納税で商品を上げることが目的ではなくて、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だめかなと思う。
京丹後市は色々な資源があり、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う。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と思う。

重点プロジェクト６ページ（1）取組の視点に、返礼品を
充実させていくことと同時に、データ分析に基づくプロ
モーションの強化を図ることを記載しています。
また、「官民一体で推進！市民皆でＰＲ！」といった文言
を追加しました。
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9 かせぐ

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、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が、日本の極東行政を考えたら、レーダーが必要で
あり、あそこの職員は数百名とおられるので、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。

インバウンドについては不透明な状況ですが、本市では、
「京丹後市安全で安心な市民生活と観光立市のための新型
コロナウイルス感染症等対策条例」を制定し、万全な措置
の徹底・強化を図ることとしており、重点プロジェクト７
ページ（3）の取組の視点において、その趣旨を記載して
います。また、米軍経ヶ岬通信所の方には、これまでか
ら、国際交流の推進をはじめ、災害復旧や海岸清掃のボラ
ンティア活動、地域の祭りへの参加など、本市のまちづく
りに積極的に参加いただいています。
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10 かせぐ

４つの重点プロジェクトは本当に分かりやすく、これが実現できればと思う。ふる
さと納税は、市民全体が盛り上げていかないといけない。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
がそのことを理解して、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と思う。

４つの重点プロジェクト６ページ（1）「ふるさと納税10
倍プロジェクト」の取組の視点に、「官民一体で推進！市
民皆でＰＲ！」の文言を追記するとともに、「30億円を目
標に掲げ、市民皆で連携・協力してふるさと納税を盛りあ
げていく仕組みを構築」することを記載しています。
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11 かせぐ

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づくり、
雇用というところ。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、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、今ある事業者が商売をやめない。要は事業者数を現状維持
していくために、事業承継を上手にやっていく、これが今非常に重要になってくる
と思う。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、事業者を支えて、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う。

引き続き、金融機関の皆様との連携・協力をもとに、事業
承継をはじめ、事業者の経営安定化・成長に向けた支援を
進めていきたいと考えています。

第２回審議会

3 / 14 ページ



No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

12 かせぐ

今回の１丁目１番地になっているふるさと納税に関して、プロモーションをすれば
必ずリピートやファンは増えてくるので、そんなに難しい話ではないのかなと。こ
れだけ食材、観光資源もあり、あたたかい人たちもあって、色々な所でやっていけ
ると思う。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だと思
う。
イメージの書き方について、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うし、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
いる。

４つの重点プロジェクト６ページ（1）「ふるさと納税10
倍プロジェクト」の取組の視点に、「官民一体で推進！市
民皆でＰＲ！」の文言を追記するとともに、「30億円を目
標に掲げ、市民皆で連携・協力してふるさと納税を盛りあ
げていく仕組みを構築」することを記載しています。
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13 かせぐ

全体を通して誰が主役なのか。「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。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ではないかと思う。
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番地で
あり議論が集中したところだと思う。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思うが、それは両立
可能である。これも市の思いとして、現に進んでいて、とても大事なことだと思う
が、その意味を書くというのがすごく大事なことで、取組の視点のこの書き方で十
分なのか、そういったところをもう少し検討いただきたい。

重点プロジェクト６ページ（1）ふるさと納税10倍プロ
ジェクトの取組の視点に、「市民皆で連携・協力してふる
さと納税を盛り上げていく仕組みを構築」「本市出身者等
市外在住者ともさまざまな機会を通じて改めて関係性を築
き、“まち”や“ひと”の想いに共感してもらうことで、
応援されるまちを目指します。」といった文言を追記しま
した。

第２回審議会
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No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

14 かせぐ

はごろも陸上競技場を見てきたが、北部唯一陸連公認３種競技場ということで立派
であった。きっと他市からの学生さんやスポーツ愛好家の皆さんが来訪されると思
う。東側駐車場も増設されたが、大型車が入る道路側入口が出来ていない。拡張は
何時頃か。学生さん達の合宿施設と駐車場完備をお願いしたい。それに伴い、あの
辺りには飲食店がないので、軽食のできるお店がほしい。
（散歩にいってもちょっとお茶ができるフードコート等）

東側の駐車場については、今後、大型バスも入ることがで
きるように、道路の拡張などを検討していくこととしてい
ます（時期は未定）。合宿施設や飲食店の設置につきまし
ては、今後の施策展開の参考とさせていただきます。

意見照会

15 かせぐ

地域の発展の基礎は農林漁業・工業の充実であり、支那・東南アジアなどでなく当
地に有力な産業を誘致することがが必要。農業などで特産品には農薬・化学肥料を
使わない健康食品、有機農業生産品を造り、ふるさと納税につなげていくことが大
事。
猿害に対する対策：大学の猿学者と連携して工夫があっていい（京大の猿学研究者
と連携、主だった猿にはGPSをつけて、行動を把握し猿害に備える、訓練した犬を
備えるなど、また観光資源として生かす工夫をしていく）。観光資源になるかも知
れない。またイノシシ、カラス、鹿対策も考えて農家を守っていく必要がある。日
本の産業維持のためには脱原発など問題外。関電の原発事業などへの協力をもっと
推進していく。景観を破壊する電線の地下埋設をはかり丹後の素晴らしい景観資源
を充実させていくこと。原発の技術もすすんできている。4S炉
（Small,Simple,SuperSafe）などの導入によって地域の電力の安価、安全、安定供
給を考えていく。工業誘致にも資する。
災害対策としては自然災害、防火訓練、救急救命訓練以外に、今の国際情勢、極東
情勢から考えて軍事攻撃・核攻撃を受けた時の対応・訓練も必要。バンドレーダー
など必須。国防についてもこうした組織とも交流を深め、市民全体が覚醒する必要
がある。

ふるさと納税の返礼品の充実や、有害鳥獣対策及び災害対
策にかかる取組の展開にあたって、参考にさせていただき
ます。

意見照会
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【育てる】

No 項目 主な意見 対応 備考

16 育てる
「育てる」は、（１）（４）（２）（３）の順番の方が年の順番で見やすいのでは
ないか。

「育てる」（１０ページ～１２ページ）の項目の順番を変
更しました。

第２回審議会

17 育てる
京極家のことを、学校でも教える機会があればと思う。
雨の時に子どもを遊ばせてやるところがどこもない。

小中学校において、京丹後市の歴史や産業などを学ぶ「丹
後学」を実施しています。雨が降っても遊べる施設につい
ては、子育て環境の充実に向けた新たな取組の一つとして
参考にさせていただきます。

第２回審議会

18 育てる

新しい産業を創り出すことも大事だが、労働条件をしっかりと確保することも考え
て進めていただきたい。具体的には「育てる」という項目で、高校生はこれから就
職や進学をしていくが、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。
働くためには子どもを預ける必要があるが、こども園で働いておられる保育士の
方々の労働条件はやっぱり厳しいと思う。丹後は待機児童ゼロということで、そう
いった部分は良いと思うが、保育士に負担がかかっていると思う。

国において、働き方改革を含め、労働環境の確保に向けた
法整備が進んでいる中で、本市においても当然踏まえるべ
き視点であり、今後の施策展開において参考にさせていた
だきます。

第２回審議会

19 育てる

人口減少の課題に対して、直接的にアプローチする分かりやすい施策が必要かと思
う。その一つとして、市内の中学校・高等学校の連携の強化ができないか。府市で
管轄が違うが市内にある学校の数をできるだけ維持できるような取組が必要だと思
う。市内の出生数が300人を切っている現状では、15年先に高校がまた減ってい
く。そうした中、地元公立高校から国公立や有名私立大学への進学数が以前と比べ
てかなり減少していると感じている。スポーツに関しても、少し低迷しているよう
に感じる気がする。市内の中高で連携を深め、高校では学力とスポーツ等で其々に
他の地域から留学してきたいと思われるような取組ができれば、市内で子育てをし
ようとする人たちも増えるのではないか。

重点プロジェクト10ページの（1）の取組の視点に、「子ど
もたちの希望や個性をより重視した特色ある教育の実現を
目指し、「中高一貫教育」の導入を検討・推進します。」
といった文言を追加しています。

意見照会
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No 項目 主な意見 対応 備考

20 育てる

京丹後市をどう発展させるかという課題では、国・府との連携を前提にしなかれば
ならない課題が多い。
教育制度の問題：現在のように偏差値競争で入学金・授業料の比較的安い大学にい
こうとすると、予備校や塾の充実した都会と比較した場合、地方は不利。塾や予備
校に頼らずに、地元の高校を優秀な成績で卒業できる子どもたちには優先的にそう
した大学にいけるような仕組みが必要（どの地元の高校でもトップテンに入る子は
推薦で全国のどの大学にも希望にそって入学できるようにする、など）。奨学金制
度の充実も必要。府・国に働きかけてもらいたい。成人して家庭をもった人たちが
子弟教育で地方に行きたがらない大きな要因になっている。東京一極集中の打破に
も必須。小中一貫校でなく、小中高一貫校が必要。

重点プロジェクト10ページの（1）の取組の視点に、「子ど
もたちの希望や個性をより重視した特色ある教育の実現を
目指し、「中高一貫教育」の導入を検討・推進します。」
といった文言を追加しています。
また、「Ｕ・Iターン者の奨学金返済にかかる負担軽減を図
る支援制度の創設」といった文言を追加しています。

意見照会

21 育てる

少子高齢化というよりも無子高齢化社会が来ている。この防止を真剣に取り組む必
要がある。相当の年齢になっても独身で平然としているようにみかける男女が多す
ぎる。若者を対象にした婚活事業の推進が必要。都会では子どもの性教育が極端に
なっていて結婚生活など嫌になってしまうようなとんでもないところにきていると
いう話を聞く。非常識を改めて、異性に対する自然な憧れを持てるような内容にし
ていく必要がある。子どもの性教育はどのような現状になっているか調査してほし
い。

市では、これまでから、社会福祉協議会内に開設された京
丹後市婚活支援センターと連携し、婚活支援に取り組んで
おり、まちづくり30の施策の施策18（76ページ）の施策の
主な内容として、「晩婚化・未婚化の解消に向けた婚活支
援」を挙げています。

意見照会
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【支える】

No 項目 主な意見 対応 備考

22 支える
やはりＪＲの駅がないというのが大きい。山陰新幹線のことが書いてあった
が、まず京丹後市にＪＲの駅ができたら良いなと思う。

重点プロジェクト15ページ（6）に記載のとおり、「ニア新
幹線等の「山陰縦貫・超高速鉄道」の実現に向けて取組を
進めていきます。

第２回審議会

23 支える

最近の豪雨災害などを見ると、やはり準備をしておかないといけない。建設
業者の力がどんどんなくなってきており、建設業協会の会員は、当時から半
分以下、従業員数は３分の１以下になっている。実際災害が起きたときに道
の確保や土砂の除去をしているのは建設業者で、そこが本当に脆弱になって
いるというのを、２９年の災害で感じた。今後３０年で、建設業に従事する
人が今の１０分の１になってしまうという数字も出ており、建設業者の力が
これ以上落ちないように、何とか支援をお願いしたい。
また、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が、ぜひこういったところに建設業協会も入
らせていただいて、連携して防災のことをやっていくということが必要では
ないか。

建設業の有効求人倍率は他の業種に比べて高い値で推移し
ており、京丹後市地域雇用促進協議会を核とした担い手確
保に向けた取組を強化していく必要があると考えていま
す。
重点プロジェクト15ページ（5）取組の視点に、「災害応
援協定締結団体等との連携による地域防災力の向上」の文
言を追加し、建設業協会をはじめとする各機関と連携して
ソフト対策に取り組んでいきます。

第２回審議会

24 支える

「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、そういった声
が多いと聞いている。現在、浅茂川保育所が網野の支援センターになってい
るが、火曜と木曜は京丹後市全域から来られるように解放してもらってい
る。網野の人に聞くと、火曜、木曜はたくさん来られるので遠慮してしまう
という声もあり、雨の日に遊べる施設をつくってもらえるのは有難いことだ
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ている。
こども園が建った当初は、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。待機児童ゼロを維持するという話も
あったが、これ以上増えたらどうなるのかという不安も感じており、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る。そうした現場の声が
どこまで届いているのかと疑問に思っている。

「雨の日でも遊べる施設」については、子育て環境の充実
に向けた新たな取組の一つとして参考にさせていただきま
す。
こども園、保育所の運営については、現場の声として担当
課にお伝えします。

第２回審議会

25 支える
障害者の分野で、去年の春に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ができた。せっかくできたので、こういったものもある
ということを盛り込んでいただきたい。

重点プロジェクト14ページ（２）に「「京丹後市手話言語
条例」「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション
促進条例」を踏まえた心のバリアフリーの促進」といった
文言を追記しました。

第２回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

26 支える
障害への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。

重点プロジェクト14ページ（２）に「「京丹後市手話言語
条例」「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション
促進条例」を踏まえた心のバリアフリーの促進」といった
文言を追記しました。

第２回審議会

27 支える

ささえ合い交通はスマホ操作が必要で、デマンドバスも前日予約ということ
でお年寄りにとっては非常に難しい。観光客もなかなか乗るということはな
い。デマンドバスは、間人地区と宇川地区ということで、月水金、火木土に
分かれており、それ以外は利用できない。ささえ合い交通にしても、丹後町
発で京丹後市どこまでも行くことはできるが、帰ることはできない。せめ
て、通院の際は帰りも利用することができれば。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、本当に不安に感じている。

ささえ合い交通も含め、交通事業者との連携のもとに、公
共交通の利便性向上に向けて検討を進めていきます。

第２回審議会

28 支える

「百才活力社会」について、老人会でいつも話すのが、とりあえず、自分の
好きなことを１つやりなさいということ。グランドゴルフ、ゲートボール、
輪投げ、麻雀など色々あるが、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ということを言っている。常に笑顔で、皆様とコミュ
ニケーションをとってください。１日に数回笑うことによって寿命が延びる
と言っている。

重点プロジェクト14ページの（3）「百才活力社会づくり」
の推進に当たり、参考とさせていただきます。

第２回審議会

29 支える

４つの重点プロジェクトについて基本的に異議はないが、表現上の修正点は
あるかと思う。理念を詠うものなので、市民に分かりやすくないといけな
い。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。それぞれの分野で言うと、福祉、教育、保育、それから産業経済だと
か、文化の分野を取り込んでいるが、そのスローガンの表現が「かせぐ」、
「育てる」、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」という一言の方がが分かりやすい。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お
り、福祉担当者にとっては非常に心強い。
あとは表現上の問題で、４ページの概念図がぱっと見て分かるようになった
方がいいかなと思う。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、市民総幸福が上がっていくというようなことが表せないか。

重点プロジェクト４ページのイメージ図のデザインを変更
しました。

第２回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

30 支える

つながるということで、（７）（８）のシャ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
良いところ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た。

重点プロジェクト１ページに記載のとおり、これまで重点
的に進めてきた取組を継承し、更に発展・深化させていき
ます。

第２回審議会

31 支える

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、そういった所の観点が
ないのかなと感じている。まちを維持していくための部分の抜け漏れがない
か、もう少し考えていただく必要があるのではないか。

「まちづくり30の施策」については、全ての分野を網羅し
ており、上下水道事業については、施策16に記載していま
す。

第２回審議会

32 支える
「生活・命を守る計画的な基盤整備」ということで、丹後はやっぱり道が狭
い。通学路の安全確保ができているというのが、子どもを守ることにつな
がってくると思う。

重点プロジェクト15ページ（5）生活・命を守る計画的な基
盤整備の取組の視点に、「通学路」を追記しました。

第２回審議会

33 支える

現在、京丹後市障害福祉計画を作成中であり、障害を抱えた人たちが京丹後
市で安心して暮らしていく為の想いの詰まった計画なので、総合計画へ反映
していただけるようにしていただきたい。障害児者が安心して暮らしていく
ためには、政策はもちろん、地域の方々の理解が必要。障害児者だけではな
く誰もが暮らしやすい街にしていくために支え合い、認め合える社会にと
思っている。
久美浜で民宿を営んでおり、コロナ禍の中、様々な政策で対応していただい
たことに感謝している。丹後の歴史や、美しい自然、豊かな食の恵みを発信
し、多くの方に知っていただく。それが、観光客の誘致やふるさと納税の拡
大にもつながっていくものと思う。カニと海水浴だけではない、四季折々の
丹後の良さを発信して、年間を通じてお客様においでいただけるようにして
いきたい。

重点プロジェクト14ページ（2）に「「京丹後市手話言語条
例」「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促
進条例」を踏まえた心のバリアフリーの促進」といった文
言を追記しました。
また、現在見直しを行っている京丹後市障害者福祉計画と
の整合を図りながら、「まちづくり30の施策」の施策19
（77～79ページ）を作成しています。

意見照会
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【つなぐ】

No 項目 主な意見 対応 備考

34 つなぐ

「支える」に書かれていることもすごく良いことだと思うが、書き方として
「子育て」「障害」「高齢者」の方、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だが、それぞれが分かれているように感じる。移住支援
の仕事をしていて、人のつながりがまちの財産のように感じている。「支え
る」で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、内容が薄くなっている。人と人をつなぐ、子育
て世代と高齢者をつなぐとか何か人と人がつながるという見せ方ができない
か。４ページの図では「つなぐ」から「かせぐ」にいっており、つながること
で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
く良いかなと思う。

重点プロジェクト18ページに（3）市民総幸福の最大化
へ、豊かな“つながり”を創出といった項目を追加し、取
組の視点として、「居住地を問わず多様な人に、本市の魅
力や課題に向き合う機会を提供することで、まちや人との
つながりを起点とした観光振興や移住促進につなげていく
とともに、市民総幸福の最大化を実現するために、世代を
越えて、お互いを認め合い、心の豊かさを育み合える関係
づくりに取り組みます。」といった文言を追加していま
す。

第２回審議会

35 つなぐ

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、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
を提案する。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
やすくなると思う。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と考える。

重点プロジェクト18ページに（3）市民総幸福の最大化
へ、豊かな“つながり”を創出といった項目を追加し、取
組の視点として、「居住地を問わず多様な人に、本市の魅
力や課題に向き合う機会を提供することで、まちや人との
つながりを起点とした観光振興や移住促進につなげていく
とともに、市民総幸福の最大化を実現するために、世代を
越えて、お互いを認め合い、心の豊かさを育み合える関係
づくりに取り組みます。」といった文言を追加していま
す。
高齢者と若者の交流については、具体的事業の検討に当た
り参考にさせていただきます。

第２回審議会

36 つなぐ

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。一番最後のところは、もうちょっとしっかりと書き込
んでいくべきかと思う。

重点プロジェクト18ページに（3）市民総幸福の最大化
へ、豊かな“つながり”を創出といった項目を追加してい
ます。

第２回審議会
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【その他】

No 項目 主な意見 対応 備考

37 全体
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ない。課題解
決をしていかないと前に進まないが、その課題をみんなに見えるようにすることが大切
である。

この総合計画をしっかり市民に共有し、協働した取組を
進めていきます。

第2回審議会

38 全体

内容の具体性のレベルがすごくまちまちになっている。また、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、分かりやすい。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。そのあたりのことを原稿案の段階で
しっかりと考えていただきたい

各項目の取組の視点については、施策の方向性ととも
に、具体事業も示しながら市民の皆さんがイメージしや
すいものにする必要があると考えています。現時点で具
体事業が明確化されていないものもありますが、ご意見
を踏まえ記載レベルをできるだけ統一できるよう検討し
てきます。計画体系図については、次期基本計画におい
ても掲載する予定です。

第2回審議会

39 全体

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、コロナ禍で旅行に
行けない中で、近所を散歩をしてみて、感動する場面であったり、久しぶりに八丁浜に
行ったところ、ものすごく綺麗だった。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。

小中学校における「丹後学」の授業をはじめ、住んでい
る人に地元の魅力を体感していただく機会を創出してい
きます。

第2回審議会

40 全体
自分の子どもに帰って来なくても良いと言っている親がいる。親が京丹後市は良いとこ
ろだということをもっと口に出すとか、態度を見せることが重要ではないか。

京丹後市地域雇用促進協議会では、保護者向けの企業説
明会を実施しており、保護者向けのアプローチは重要な
視点であると認識しています。

第2回審議会

41 全体

SDGsはすごく使いやすいが、あいまいにもなりやすい。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が、たいてい17の目
標しか使っておらず、目標のどこに入るのかしか見ていない。結果として企業であって
も自治体であ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かということで後からはめていく。もちろん現実的
にあるかと思うが、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。あまりこういった使い方はすべきでないと考える。

計画全体にかかる考え方として重点プロジェクトの３
ページに位置付けることとし、各プロジェクトに位置付
けていた17の目標にかかるアイコンを削除しました。

第2回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

42 全体

①スポーツの町
第３種公認「京丹後はごろも陸上競技場」
・スポーツ大会の誘致
・京丹後市の魅力を発信
・若者が集まることにより定住促進につながる。
②公共交通
・京都丹後鉄道　観光列車・通学・通勤列車・他に利用する
・峰山駅を「京丹後駅」にＪＲ西日本と締結をする
　大阪・京都→福知山→宮津→京丹後→豊岡→鳥取に繋げていく
　駅のない地域は知名度も低く過疎地になりやすい
③10年後の京丹後市の未来の発展のために
京丹後市ならではの核となる祭り（イベント）を作る　年１回開催
・全国より人が集まることにより、京丹後市の魅力・地場産業の丹後ちりめんを発信す
ることができる
・市民がつくる祭り
・人口増加を目指す

①京丹後はごろも陸上競技場をはじめ、今年度中の完成
を予定している（仮称）久美浜カヌーセンターなどの施
設を活用し、大規模なスポーツ大会の誘致につなげてい
くこととしています。
②交通事業者をはじめ、京都府及び沿線市町と連携し、
京都丹後鉄道の利用促進策について検討していきます。
③「京丹後ならではの核となる祭り（イベント）」につ
いては、今後の施策展開の参考とさせていただきます。

意見照会

43 全体

４つの重点プロジェクトの素案については一番先に「かせぐ」というのをお持ちになら
れているというのが、「育てる」、「支える」、「つなぐ」の一番元になるのが財政と
いうことで、これを柱にやっていくぞという意思をものすごく感じた。豊岡には城崎温
泉、宮津には天橋立という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いる。京丹後市の一番の強み、外に発信す
る強みが何なのか、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し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
なるのかと思う。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
部分であり、ここには強い意思を感じたが、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、ぜひ皆様にお考えいただけたら良いのかなと思っている。ど
こも人口減少とかICTとか言っているので、その中で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と思
う。

今後の議論の視点として、参考にさせていただきます。 第2回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

44 全体

取組の視点の書きぶりを見ていると、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。役所の仕事で言うと、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をしたうえで、何を書こうかということを考えてい
くわけだが、結局どんな事業かということを考えられないと、なかなか具体的に書けな
い。やはり市民の皆様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う。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。
基本計画なので、４年間でやることをここに書くのが大前提であるが、ただ全部が４年
間でできるわけではないので、中長期的にこんなことを目指して、そのためのステップ
を踏むということも当然出てくる。その辺をちょっとはっきりと分かりやすく書いた方
が良いのではないか。それから、色々な意見を聞くなかで、色々な分野間の連携であっ
たり、地域の連携であったり、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。京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、取組の幅も広がるのではない
か。

現時点で、事業内容について明確に想定できていないも
のもありますが、取組の視点はできるだけ市民がイメー
ジしやすいように取組を例示しながら記載しています。
京都府及び近隣市町との連携について、「つなぐ」に追
記しました。

第2回審議会
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