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  令和２年度第３回京丹後市総合計画審議会 会議録 

 

１ 開催日時  令和２年１１月５日（木）午後２時 ～ 午後４時５０分 

 

２ 開催場所  アグリセンター大宮 多目的ホール 

 

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）、田茂井 勇人委員（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、廣瀬 正貴委員、小倉 麗子委員、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、藤井 美枝子委員、中山 良委員、大幡 恵子委員、和田 直子委

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  岡田 政行委員、中村 俊彦委員、平野 佐世子委員、森口 茂樹委員、森本 賢

一郎委員、中邑 貴行委員（以上６名） 

 

４ 次 第 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）議題 

（ア）第２次京丹後市総合計画「基本計画」の見直しに向けた「未来創生ワークショップ」

の開催結果について 

（イ）次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（案）について 

（ウ）次期基本計画 まちづくり３０の施策（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３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。 

本日ご出席いただいております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、本日は、京都府漁業士会の岡田委員、丹後地区森林組合の中村委員、京

丹後市商工会青年部の平野委員、京丹後市老人クラブ連合会の森口委員、京丹後

市区長連絡協議会の森本委員、連合京都北部地域協議会の中邑委員から欠席のご

連絡をいただいておりますが、「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、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、京丹後青年会議所の中山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、皆さんこんにちは。今日も大変お忙しい中ご出席をいただきま

してありがとうございます。前回の会議でも皆さんからしっかりとご意見をい

ただきましたし、委員から次の会議も楽しみですというお話をいただいたこと

がとても印象に残っております。今日もぜひご意見をたくさんいただきたいと

思います。それから前回、委員の方から、前の会議で出された課題に対して自

分ならこういうことができるというような提案もいただきました。本日も自分

たちのまちをどういうふうにつくっていきたいかというところで、それぞれの

お立場で気が付いたことや、こういうことを盛り込んでいったら良いのではな

いかというようなことを、ざっくばらんにお話しいただきたいと思います。堅

苦しくならないように、ぜひ皆さんのお声をいただけるようなそんな会議にし

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします 

 

 

■配布資料の確認 

事 務 局： 次に、資料の確認をさせていただきます。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、本日ご持参いただくようお願いをさせていただいて

おります。この後確認をさせていただきますが、お持ちでない方がいらっしゃ

いましたらお声かけをいただければと思います。また、追加の資料も机上に配

布しておりますので、あわせて確認をさせていただきます。 

       （資料の確認） 
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それでは、この後の議事進行につきましては、味田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

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、小倉委員と藤田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 第２次京丹後市総合計画「基本計画」の見直しに向けた「未来創生ワークショッ

プ」の開催結果について 

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）「第２次京

丹後市総合計画基本計画の見直しに向けた未来創生ワークショップの開催結果」

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） 

副 会 長： 私の方から高校生ワークショップの報告をさせていただきます。10月２日の

午後、「将来帰って来たいまちとはどんなまちか」というテーマのもとワーク

ショップを行いました。参加者は網野高等学校企画経営科の２年生と３年生の

合計 56名で、コーディネーターとしては小林様、運営協力として事務局の方に

もお世話になりました。 

内容ですが、まず京丹後市の魅力や課題を個人で出し、グループ討議でその

魅力や課題をもとに、将来どんなまちだったら帰って来たいかという意見を出

し合い、その実現に向けた改善策や取組を話し合いました。各グループでまと

めた後は３年生と２年生それぞれ２グループが学年を通して発表しました。 

多かった意見を読み上げさせていただきます。「自然」の魅力としては海が

あるということや空気がおいしいという意見が多く挙げられました。一方で、

課題としては、魅力である海が活かされていないという意見や虫が多いという

意見が挙げられました。次に「食」に関しての課題はなく魅力のみとなってお

り、その中でも釣りができることや魚介類など、海の幸に関しての意見が多く

挙げられていました。 

「交通」の魅力としては高速道路ができたということ、課題は道が悪い、バ

ス・電車の本数が少ないなどと、一番多く課題が挙げられていました。 

次に、「建物」について、課題としては大きなショッピングモールなどの遊
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べる施設がないという意見が多く挙げられました。 

次に「治安」や「人」となりますが、近所付き合いが良かったり、地域の方

が挨拶をしてくれるなど、人とのつながりに魅力を感じている人が多かったで

す。一方で課題としては、高齢化が進んでおり、若者と年配の方との関わりが

ないという意見も多く挙げられました。 

「観光」に関してはツーリングスポットが多いという魅力があり、課題とし

ては、高速道路ができたことにより、日帰りの方が多くなったという意見があ

げられました。 

最後に「その他」としては、長生きしている方が多いという意見や歴史が深

いという魅力が挙げられ一方で、課題として働き口がない、電波が悪いという

意見が挙げられました。 

１枚目の裏側をご覧ください。そのような魅力や課題のもと、まとめられた

将来帰って来たいまちの姿について読み上げさせていただきます。「田舎以上

都会未満なまち」「治安の良いまち」「自然豊かで活発なまち」「現状維持の

まち」「便利で賑やかなまち」「全国民のふるさとのようなまち」「便利なま

ち」「にぎやかで便利なまち」「楽しめて生活しやすいまち」「便利なまち」

という将来の姿が挙げられました。 

そのようなまちにしていくための改善策や対策としては、娯楽施設を増やす

ことや、交通の便を良くするといった意見が多く挙げられていました。他にも、

京丹後市の特産品をまとめたアンテナショップをつくる、にしがき応援プロジ

ェクトなど、他の班では出なかった意見もありました。 

最後にまとめとしましては、食には課題が見られず京丹後市の強みとなって

いますが、一方で交通面に関する課題が多く見られました。また高校生が求め

ているまちは便利性が高く、魅力に多く挙げられている自然を生かすのではな

く、高速道路などの整備を優先する考えが多くありました。結果を総合的に見

ると都会すぎるまちを求めているわけではなく、現状維持をしつつ便利なまち

を求めているのかなと感じました。また働き口が少ないという意見も多く出て

いたので、働き口の増加や世代を越えた関わりなども大切にしていけば良いの

かなと感じました。以上です。 

会 長： ありがとうございました。素晴らしいなと思って本当に感動しております。

ワークショップの内容は重点プロジェクトなりに活かしていただいているとい

うことで、報告にありましたように高校生編につきましては小林副会長、それ

から若者・女性編につきましては中谷副会長にコーディネーターを務めていた

だきましたので、副会長から何か補足がありますでしょうか。 

副 会 長： ３年生と２年生で出た意見の雰囲気が違うなと思っていて、３年生は比較的

ネガティブな意見が多かったなっていうのと、２年生の意見を聞かせていただ

くと「にしがき応援プロジェクト」だったり、丹後全体がふるさとになるよう

なといった意見があって、その違いってどこから来たんだろうというのが気に
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なりました。あとは全体的にやっぱり交通に関する課題が多く見られたのと、

遊ぶ場所ということで、ショッピングモールだったりとか、すごい大きな娯楽

施設までなくても、遊びの提案であったりとか、そこに行く交通が少しでも便

利になったりすると、満足度が上がるのではないかなと感じました。 

若者や女性のワークショップも聞かせてもらって、女性の方もやっぱり子ども

たちを遊びに連れて行ける場所というのがあって、それを解決すると、高校生の

遊び場っていうのと同時に解決できそうだなということだったりとか、大人の方

で空き家の活用だったり、今ある資源を使うということで、今あるスペースだっ

たり、空き家を遊べる場として提供していけたりすると、全体的に賑やかになっ

ていきそうだなと思いました。 

こういうワークショップは不平不満をいう人が多かったりすると、すごいネガ

ティブになるんですけど、３つともポジティブで、出て良かったなと思える雰囲

気でした。 

副 会 長： 私は第２回の若者編と第３回の女性編でコーディネートに入っていましたの

で、簡単に４つだけ申し上げます。 

明るい雰囲気は２つとも共通していて、すごく活発な意見交換でした。その中

で、あるものを見直してちゃんと活用していきましょうという意見がやっぱり多

かったですね。もう一つは、人のつながりを大事にしていく、人が資源だという

発想で、人が何か業を起こす、起業をしていくにしても人のつながりが大事だと

いうことです。３つ目は、先ほど副会長もおっしゃられましたが、空間としても

少し工夫の余地があるのではないかということですが、子育てにしても遊びにし

てもそうですね。最後４つ目は、ふるさと納税に関して基本的に２つの会議とも

にポジティブな意見が出ていたということで、分かりやすい目標を出し、それを

テコにして頑張っていきましょうという雰囲気があったということで、この４点

を申し上げておきたいと思います。 

会 長： ありがとうございました。今のワークショップの開催結果につきまして、ご

質問などありましたらいかがでしょうか。 

委 員： 高校生ワークショップ報告書の３ページ目のその他のところで、課題として

働き口が少ないっていうのが 18 とかなり数が多いのですが、今、丹後の企業は

人手不足で本当に困っていて、働きに来てほしいと思っています。そこのとこ

ろにギャップがあるということで、高校生が働きたい職業が丹後にないのでし

ょうか。 

副 会 長： 職種というか、働き口が少ないということで、周りの人がどのような仕事に

就きたいかを私自身が把握していないので何とも言えないのですが、よくこの

辺には就職したいところがないと言っている子の意見としては、ＩＴ系の企業

に就きたいという子がいるのですが、地元には居たいけどそういう仕事がない

という悩みを抱えている子も実際にいます。 

委 員： 機械金属業からの意見としましても、先ほど委員が言われたように、本当に
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企業は今人手不足で困っています。仕事があっても人が回らないので仕事を断

らないといけないような状況がずっと起きていまして、１年に１度、４月に新

卒の方がやっと１名入るか入らないかというところで企業は苦戦をしています。

でも、昔から丹後には働くところはないっていうのが何か癖になっている部分

もあるのかなと思っていまして、機械金属としてもそのギャップを埋めるべく、

小学から中学、高校そして大学とも連携して、工場見学に来てもらったり、昨

日も峰山高校生が２班に分かれて丹後の企業を数社見学に回ってくれていまし

たので、弊社も来ていただきまして、そこで短時間でしたけども説明しました。

峰山の丹海 30 番街の 1 階にチャレンジセンターができたと思うのですが、こ

ういうところを活用して地元企業の情報を知っていただくとか、色々と情報共

有の場をもっともっとつくっていただきたいなと思っています。 

副 会 長： 今移住の仕事をしていて、30番街だとか、峰山高校に授業に行かせてもらっ

たり、先日は宮津高校に大人たち８人で行って授業をするという機会を与えて

もらったのですが、基本的に高校生がなりたいって言う職業は親の情報か先生

の情報かテレビの情報しかないと思います。機械金属業は京丹後市で就いてい

る大人が多いので、本当は目に触れたり、知ったりする機会があると思うので

すが、こういう働き方があるとかこういう職種ですよっていう紹介ではたぶん

響かないのではないかと思っています。高校生はすごく敏感で熱量を持って話

す大人の言葉をすごく吸収します。例えば、工場見学に行った時に、そこで働

いている人達の目が死んでいたらたぶん行かないと思いますし、楽しそうに働

いていたりとか、家に帰って来て「お父さん今日こういう仕事をしてきたんだ」

とか、こういうやりがいを感じているという話をできているかどうかというこ

とがすごく大きいのではないかと感じています。本当に職業紹介するだけでは

たぶん響かないので、やっぱり給料面でも都会には敵わないときに、何が勝る

かと言ったら、やりがいだとか、どう人と関われているかだとか、今の時代は

そこが最終選択になってきているのではないかと思っています。 

私もそうですが、移住してきて給料が半分以下に落ちている人が多いんです

けど、それでも良いと思っているんですね。それで働ける、生きていけるって

いうことだとか、倍給料もらっていても、そっちよりもこの暮らしをして良か

ったということを今なるべく高校生とかに知ってもらいたいなと。都会に行く

のもすごく良いと思いますし、さっき出ていたＩＴだけじゃなくて、網高にワ

ークショップに行った時に、外に出ないと働けないと言っていた職業でＣＡと

かもあるのですが、でもそれで働いた後に、こういうことで帰って来られる可

能性があるっていうことを、若者ワークショップの結果にもあったように、ピ

チピチな状態で帰ってきた時に可能性があるかどうかというようなインプット

をなるべく大人が入れていってあげられたら良いのではないかと感じています。 

会 長： ありがとうございました。京丹後市にはとっても熱量のある会社がたくさん

あると思いますし、働いておられる方もやりがいを持って働いておられる会社
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もたくさんあると思うのですが、なかなか生の様子が高校生に伝わっていない

部分もあるのかなということは少し思います。私もちょうど子どもが就職する

ような年齢ですので、もう帰ってこんでえーでとかそういうことは言わないよ

うに、親自身も丹後を楽しんでおりますので、息子も帰って来てくれると信じ

ております。 

他にワークショップについてはいかがでしょうか。この後、重点のところでも

ご意見を伺いますので、なければ次の議事に進みたいと思います。（２）第２次

京丹後市総合計画「基本計画」４つの重点プロジェクト（案）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２、資料３に基づき説明） 

会 長： ありがとうございました。ただ今、前回審議しました基本計画の４つの重点

プロジェクトにつきまして、皆様からいただいたご意見を元に修正したものを

ご説明いただきました。前回までは全体的なご意見をお願いしますということ

だったのですが、本日は、できましたらこの計画案についてさらに審議を深め

てまいりたいと思いますが、ここで 10 分間の休憩をとらせていただきます。こ

の間に意見をまとめていただくのも良いかなと思っておりますので、前の時計

で３時５分から再開したいと思います。 

～ 休憩 ～ 

会 長： それでは再開します。４つの重点プロジェクトにつきまして、どなたからで

も結構です。ご意見やご質問などございましたらどうぞお願いします。 

委 員： 重点プロジェクトを何度も読み返して、非常に分かりやすく、本当によくま

とまっていて素晴らしい重点プロジェクトだと思います。 

その中身として、例えば「かせぐ」の中では、基幹産業である織物と機械金属

とその中で新産業の創出と書いてあります。確かに必要なことでして、私たちの

機械金属とシルクとそうしたものが新素材として、それが新産業として発展しな

いかなと私自身も考えており、しっかりと産業が連携して今後進めていきたいな

と思っています。 

次に「育てる」の中で、プログラミングなど先進的な教育が受けられる環境整

備と書いてあります。そして未来人材を育成と書いてありますが、これは本当に

重要なことで、その中では先ほども言わせていただきましたが、私達の製造業で

も全てＣＡＤ、ＣＡＭを使わないと生産できない時代になってきています。昔の

匠の技術が全てプログラムに変わってきていまして、そんな中で、子どもの時か

らそうした分野に興味を持っていただけるように、勉強にタブレットやパソコン

を使ってもっと充実させてほしいなと思っております。 

京丹後の中でまだ携帯もつながらない地域もあるのですが、もっとＷｉＦｉの

整備を進めていただいて、例えば人が集まるコミュニティの場所や野外でも、若

者が集まるところにＷｉＦｉを整備したり、時間的に何時から何時までという形

でも良いのでそんなことを積極的に進めていただきたいなと思っております。 
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委 員： 私も読ませていただいて、大分まとまっているなと思っております。このコ

ロナの中で、仕事の形態も変わっていっているところで、我々の織物業としま

しても、今まで生地を織っていれば良かったところから、丹後から色々と発信

をしていくようなものづくりをしていかないといけない中で、どうしてもデザ

イン力であったりとか、なかなか丹後では、特に機屋の中で企業内にデザイン

ができる人間がいなかったりして、そういう部分で弱いところがあります。 

最近ワーケーションとか言われていますが、丹後の場合は、自然環境だとか

食だとかすごく誇れるものがあるので、そういうところも活かしながら、丹後

に来ていただき、その各々の企業と手を結びながらものづくりができる環境が

できたらと常々思っています。「かせぐ」のところでも、業種問わずつながって

いけるような、連携ができてものづくりができるっていうところがどんどん進

んでいけばと思います。「育てる」とかそういうところはこの内容で結構かなと

思っています。 

委 員： 今副会長や委員が言われた通り、随分良い感じでまとまってきていると思い

ます。その中の「育てる」というところは、今からの若い世代を育てるってい

うことで書かれているのですが、新しい企業を育てるとかそういう視点もいる

のかなと思っておりまして、「かせぐ」のところにも、もちろんつながってくる

のですが、今ここに来る前に別の会合に出ていて、その時にお話を聞いたので

すが、京丹後市にＩＴの会社ができてパソコン一つで仕事ができていますとい

うことで、外国の方がアプリを作られているのですが、そういう仕事ならこう

いうところでもパソコンがあればできるということで、そういう人材をどんど

ん育てていくことですとか、午前中に舞鶴の 20代の一人は漁師さんでその友達

なんですけど、その二人で会社を立ち上げて新しい技術を使って半分干物、半

分生みたいな魚の切り身を売るために色々とアドバイスがほしいということで、

まだ立ち上がったばかりの会社で相談に来ていたのですが、彼らを見ていても、

ものすごい情熱があって、やる気があって、舞鶴の海から獲れた魚とかナマコ

とか牡蠣とかいっぱいそういうものを売っていきたいっていう情熱があるんで

すけど、まだやり方がよく分からないのでということで、知り合いを通じて家

に来ていました。そういう若い経営者、新しくやってみようという経営者を育

てるみたいな、そういう内容が入れていただけたらもうワンランク良くなるの

かなというふうに思いました。 

委 員： 商工会が合併した平成 19年に、デザイナーを呼んでマークを作ったのですが、

その先生が大阪の方で、三馬鹿とおっしゃいまして、若者、よそ者、ばか者とお

っしゃいました。今日のお話を聞かせていただいて、他所から来られて、こうし

て皆さんが若者を巻き込んで活動している姿を聞いて、まさにこの通りだなと。

だから本当に今京丹後市って素晴らしいなということを思わせていただきまし

た。若い人たち、そしてまた他所から来た方達、その中にばか者っていう方が揃

って、この地域をもっともっと活性化してくれないかなと思っております。高校
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生の皆さんのご意見も素晴らしいと思います。私も少し書かせていただきました

けど、やっぱり交通アクセスとか、市民が一つになってつくる祭りとか、とても

大きなことだと思っております。本当これからはそんなことができたらなと思っ

ております。 

副 会 長： 今休憩中に、委員から、先ほど言われていた機械金属業についてすごい熱意

があるんだということを補足していただきました。さっき、それが伝わっていな

いという話をしたのですが、本当に支援してくれる人だとか、熱意がある人とい

うのが、やっぱり京丹後市の人は奥ゆかしくてなかなかうまく伝えられていない

なと思っています。 

これも本当にいろんな意見が入り込んできて、内容がだんだん良くなってきた

のですが、伝わる資料かと言ったらなかなか読みたいなって、委員会に入ってな

い人は見にくいだったりとか、最後の「つなぐ」のところとかもそうなんですけ

ど、今ある良い資源をつなぐっていう時に、どう伝わるように伝えていくかって

いうのがいろんな人の話を聞いていて思っていて、本当に私とか外から来た人と

かも活躍の場をいただいたりしているのは、地域の人の支えがあって、面白がっ

てくれて、面白いって言ってくれるだけで活躍できるんです。それってすごいこ

とだなと思いますし、こうやって市の会議とかに入らせてもらって、意見が反映

されるまちって多くないのではないかなと思っていて、それだけでもすごいので、

ただそれが文面に出てないのがちょっともったいないなと思いました。 

「つなぐ」の（3）のところもそうなんですけど、（1）とか（2）には、資源が

あると書いてあるのですが、つながりはあるはずなのに、「ある」と書いてなく

て「創出」と書いてあるのが、今あるつながりをもっと、人口が減ってもだから

こそ教育とか大人達は個性を一生懸命育てますだったりとか、そういうつながり

もあるんだというようなことを書いてもらえたらうれしいなと思いました。 

会 長： 私も同じように思います。ここに前回出していただいた意見があります。そ

れをどういうふうに対応したかということ、どこどこに文言を追加しましたと

いうことが書いてあります。最初にお伝えをしましたが、文言を追加してもら

ったり、とても美しい冊子を作るのが目的ではないので、やはりその内容が市

民全体に伝わって、これを見ることによって現状や課題が文字として分かると

いうだけではなくて、先ほど副会長がおっしゃったように、こんな良いものが

あるというか、元気になるような、自信が持てるようなそういう意味もこの計

画に込められたら良いなと思っています。皆さん本当に思っておられることが

あると思いますので、ぜひ地域に暮らす当事者として、元気が出るようなご意

見をいただけたらと思っています。本日、この４つの重点プロジェクトのこの

部分をもう少しこういうふうにしたら良いですよっていうご意見は確かにいた

だきたいのですが、ご自由にご意見いただければと思います。 

委 員： 前回の会議の時に、「育てる」という言葉と、「育む」という言葉の比較の話

をさせてもらっていて、「育てる」と「育む」というのは大きく成長するって言
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う言葉の意味では全く一緒ですが、「育む」っていう言葉の中には大切に育てる

というニュアンスが含まれているというところを触れさせていただいたのです

が、ここのところは反映されるかどうかも含めて、少し議論をしていただいた

方が良いのかなと思っています。 

２点目は、先ほど会長や副会長からもあったのですが、綺麗な冊子を作ったと

ころで、それで終わってしまうと何も残らないと個人的には思っています。そし

てこれは４年間残っていくっていうことを考えた時に、大事なことは、伝えると

いうこと、そして伝わるっていうことだなと思っていて、京丹後に住んでいる

52,000 人がこの内容を深く理解する、あるいは行動の指針にしていくためには、

個人的には、もう冊子を作って配るのはやめたほうが良いのではないかと思って

います。例えば５万冊の冊子を作って全戸配布したところで、僕当事者じゃなか

ったら、大変申し訳ないんですけど、たぶんパラパラっとめくって 10 秒後にゴ

ミ箱に入れてしまうような気がします。そしてここにいらっしゃる委員の皆さん

が、これだけ時間をかけて作られたものが、そういうぞんざいな扱いをされると

いうのは、あまり見たくないと思っています。なので、伝え方を工夫するという

ところ、さっきの４つの重点項目、少し議論は変わってしまうかもしれないので

すが、伝え方も工夫しないといけない時代になっているのかなって思っています。 

具体的にどうするかと言うと、５万冊刷って配付するのであれば、例えばロー

カルのラジオ局とかで、これの特集について、一人一人思いを語ってもらうみた

いな放送を 500 回した方がすごくリアルな声として届くのではないかであると

か、例えばＳＤＧｓに触れていると思うのですが、今紙袋をスーパーとかで配布

しているところって京丹後の中で数件ぐらいしか知らないのですが、プラスチッ

クゴミの問題がかなりこの中でも取り上げられていると思います。けれども、例

えば京丹後市の方がスーパーで使えるような紙袋を作って、そこに私たちのまち

からのメッセージという形で、2030 年には例えば埋め立てのごみ処理場が全て

一杯になります。それに対して私たちはこういうアクションを起こしていく、こ

ういうミッションをやっていきたいですというような、重たいメッセージではな

く、この課題に対して、この計画自体はこういうミッションを起こそうとする、

こういうアクションを起こそうとしているんだというようなものを作った上で、

スーパーで使ってもらう。そして気になる方はこの計画がウェブサイトに上がっ

ていて QR コードとかで深く読めるであるとか、もう紙媒体の綺麗なものを作っ

て配布する時代は終わったのかなと思っているので、伝え方の部分をぜひしっか

りと考えていただけたらと思っています。少し話からそれましたが、おそらくた

くさん作っても倉庫に在庫でストックされてしまうだけなので、すごくもったい

ないなと思います。これだけ皆さんが熱量を込めて議論している内容なので、そ

れをどう住んでいる人に理解してもらって分かってもらうか、それに対してアク

ションを起こしてもらうかというところをよく考えた方が良いのかなと思いま

す。 
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委 員： 私も例えば「かせぐ」のところで、「官民一体で推進、市民皆で PR」という

文言を追記したということなのですが、本当に市民がやってやろう、絶対知っ

た人に電話しようとか、そういうアクションを起こすためにどうしたら一番良

いのか、たぶんこれを配って宣伝したり、広報に載せても、意識のある人はパ

ッと見ると思いますが、本当にパッという感じで流れてしまうのではないかと

思います。その辺を具体的に、市民皆が一体になってとなっていますので、そ

れをどうしたら良いかなと色々考えたのですが、何か配るだけじゃなくて、例

えば各集落の会合の時に行ってこういうものを皆でやっていこうと思っている

ので何とかお願いしますとか、下から作り上げていく、訴えていって皆でやっ

ていこうっていう、そういうものができないかなと考えておりました。そうい

うアクションをつくっていくのが大事かなというふうに、綺麗な文言だけで終

わらないでというのは一つ思いました。 

もう一つ「育てる」で先ほども出ていたのですが、丹後の良さを知ることと

ＩＴの関係です。丹後の歴史とか丹後のことを、実際には小学校で勉強してい

るんですけど、現場に行ったり、そのことを深く知るということがまだ少し実

感できてないのかなという感じがします。だから、今コロナ禍でなかなか修学

旅行とか社会見学に行けない中で、もっと地元に目を向けていったら良いとい

うふうに思うのですが、実は国際交流協会で地域在住の外国人の方に地域を知

ってもらおうということで、昨年度から交流と地域を知るということで遠足を

計画していまして、昨年度は城崎のまちを歩いて回ったのですが、今年は先週

の土曜日ですけども、久美浜を歩くということで、稲葉本家、如意寺、太刀宮

をずっと回ってきたんですけども、太刀宮の前にすごく大きな岩があって、そ

れがちょうど流行りの鬼滅の刃の炭治郎が切った岩にすごく似ていて、そこが

今スポットになっていて、しかも木漏れ日が夏至の日にちょうどヒールストー

ンっていうその石のところに光が差し込んで、すごいパワースポットだという

ことで、太刀宮は知っていたのですが、そんなことは知らなくて初めて遠足で

知ったので、孫達を連れて行って写真を撮ったりしていたんですけども、いろ

んなところに丹後の歴史の深い良いところがあるけど、名前は聞いたことがあ

るけど、実際に行って体験する、そういうことがもう少し計画できたり、丹後

の子ども達にそういう良さを知ってもらったら良いかなと思いました。 

それとＩＴです。情報教育は小学校でしていますけども、まだまだ十分じゃ

ないので、もっともっとプログラミングができるような内容の濃い情報教育も

小学校の段階からやっていって、両方そういうふうな点でやっていけば良いの

ではないかなと思います。 

会 長： ありがとうございました。先ほど委員から「育てる」と「育む」のところは

確かにご意見をいただいていたかなと思うのですが、この対応表にはあります

でしょうか。 

事 務 局： 対応表には記載できていないのですが、議論としては内部でさせてもらって
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いまして、最初にこの４つの重点プロジェクトを考えたときに、３文字で統一

したというのがあったんですけども、確かに「育てる」と「育む」という意味

のこと考えると、愛情を持って人を育んでいくという意味を大切にすることも

必要なのではないかということで、皆さんからご意見もいただきながら、変更

も可能かなというふうに思っているところです。 

会 長： 委員からもその辺りのところで議論をというご意見でしたので、どうしたら

良いですかね。「育む」だと送り仮名が「む」なので２文字になる。「かせぐ」

はひらがななんですね。これも３文字に合わせていて、そこにこだわりがある

ということですが。確かに温かく見守って育てるというような「育てる」も「育

む」の中に含まれるのかなというような思いはしますが。 

委 員： 非常に難しいかなと思うので、事務局サイドでメモか何か用意していただい

て、帰り際とかにどっちが良いとか、それ以外の意見も含めて収集された方が

時間の関係を考えても良いのかなと思います。漢字のところもどうするかによ

って市民の方から何でこれ漢字じゃないのかであるとか、体裁を整える方が大

事なのか、その意味を精査する方が良いのか、そこの議論は必要かなと思うの

で、皆さんが思っていること書いていただいて、収集して、最後は事務局サイ

ドで考えてもらった方が良いのかなと思いますがいかがでしょうか。 

会 長： ありがとうございます。体裁なのか、意味なのかみたいなところで、そのよ

うにさせていただきたいと思います。 

副 会 長： 今の「育む」の議論は委員に整理していただいた通りで、考えていただいた

ら良いと思います。また中身の方に戻ることになるのですが、今出ていた議論

をお聞きしていると本当に積極的な感じがしていたので、文言ももう少し積極

的にして良いのではと思いました。具体的に言いますと、例えば 12ページです

が、「未来人材を確保」っていう言葉になっているのですが、この確保だけだと

人が足りないのでとにかく何とか確保しますという感じなんですけど、「惹きつ

けていく」とかですね、そういう積極的な文言にしたほうが良いのではないか、

未来人材を「惹きつけていく」、「惹きつけることにつなげる」とか例えばそう

いう積極的なイメージです。 

もう一つは、同じようなことですが、18 ページのところの付け加えていただ

いた（３）の書き方ですね。良いんですけど、一段落目の終わりが「構築して

いくことが重要です」、２段落目の終わりが「地域づくりが求められています」

ということになっていて、他の書き方に比べると割に少し他人事っぽいという

のか客観的というのか、そんな感じになっている印象があります。言っている

内容は 10ページの未来チャレンジ交流センターのことなども念頭に置くと、す

ごく良いことを言っているんだろうなと思うのですが、交流の仕掛けを発展さ

せていくとか、もう少し積極的な書きぶりにならないのかなというふうに思っ

たというのがこの 18ページについての印象です。 

最後 16 ページの（7）にシェアリングエコノミーがありますけど、シェアリ
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ングエコノミーのことなので、自動車だとか空家という遊休資産としてこの２

つを挙げておられることは理解できます。ただ、空いているものをもっと活用

していこうという意味で考えますと、これは若者ワークショップや女性ワーク

ショップをやってきた時の印象でいきますと、廃校ですとか空き工場ですとか、

そうしたものをもっと活用できないかという意見がかなりたくさん出ていまし

たので、自動車、空家だけじゃなく、廃校、工場も、シェアリングのところじ

ゃなくても良いんですけども、どこかに入らないものかと思ったというのがも

う一つです。 

あと、ここから後はたぶん難しかろうと思いつつ発言することですけど、11

ページに専門職大学の話があって、いわゆる職業大学ですよね。市長の公約に

も入れておられますし、実現したら大変良いことだなと思います。思うと同時

に、全国的にもいろんな所で認可申請をやっていて、なかなかその壁を突破し

ていくのが難しいんですよね。もちろん文科省との関係でやっていかなきゃい

けないことですけど、それに向かって進んで行くということであれば、単に人

材不足が深刻化しているので専門職大学をつくりますっていう書きぶり以上に、

ここももっと積極的に、先進的な専門職大学をつくるんだと。例えば、先ほど

の発言でもＩＴとか、プログラミングだとかそうしたものももっと必要だと、

先進的なＣＡＤも必要だという話も出ていましたので、どこの自治体も出して

くるような、ありふれた専門職大学の話ではなくて、先進的な専門職大学を目

指すぞというふうなことが入ったほうが、これもイメージ的にチャレンジング

で良いのかなって思いました。ただこれはひょっとすると事務局内部でも議論

があるかもしれないので、難しかったら書かなくても良いですが、私の意見と

しては書いた方が良いかなと思っています。 

委 員： 副会長様に聞きたいことがあって、前回のＳＤＧｓの扱いのところで、結局

マークがなくなったのですが、３ページにまとめられていて、より曖昧になっ

たような気がしています。その件については、逆にそのターゲット設定を全部

にしていくべきだという意見で私は捉えていたんですけども、逆の方向性にな

っているので、その辺が意図として合っていたのかどうなのかまず聞きたいと

思います。 

副 会 長： ありがとうございます。一番肝心なことで最初に言わなきゃいけないと思っ

て忘れていました。今ご指摘いただいてありがとうございました。ＳＤＧｓを

引っ込めろという話をしていたわけではなくて、ＳＤＧｓは本当にお題目にす

るのではなくて、積極的に活用しなきゃいけないという、積極方面での趣旨で

私は元々しゃべっていたということがあります。前回例えば一つの批判点とし

て申し上げたのは、一番最後の自然の話や歴史の話の時に、ある意味間に合わ

せのように全部 17のターゲットが入ってしまっていて、そういうことをやって

しまうと、分かりにくくなりますよという話をしたということであって、ＳＤ

Ｇｓをきちんと考えた上で入れていって、中期的視点で方向性を打ち出すこと
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はすごく良いんですね。なので改めてマークを復活させていくっていうことは

今いった方向性でやるのであれば良いと思いますし、あるいは先ほど委員がど

うやってこれを伝えていくんだっていう、伝え方のこと言っておられましたけ

ども、例えばこのＳＤＧｓを本気で取り組んでいくってことであれば、あえて

一つ一つのプログラムに対して自分はこれをＳＤＧｓのこういうターゲットの

元に捉えるんだと、例えばこの項目には３番目のやつが当てはまるとか、５番

目のやつが当てはまるとか、そういうふうに市民たちが自分で書き込んでいく

っていうのも、あまりそういうことをやるまちは無いかもしれませんけども、

主体的にやっていくのも一つの手だとは思っています。いずれにしましても、

やるんだったらちゃんと主体的にこれを入れていかなければならないという趣

旨で発言していたということであります。 

委 員： 私の認識が間違っていなかったということで安心しました。あともう一点だ

け言わせてもらうと、伝えるって言う議論が今あると思うんですけど、やっぱ

り発信する側のセルフブランディングがいるかなというふうに思っていまして、

見る側、聴く側がそれに興味を持ってもらえるようなやり方をしないといけな

いと思っています。さっきの高校生の議論の中で、職場がないっていう話があ

りましたけど、やっぱり企業側も魅力ある企業づくりをしないといけないとい

うのがまず一つあると思いますし、親世代が間違った情報を流さないっていう

ことも大事だと思いますし、そういった前向きな議論と言うか、前向きな伝え

方をするっていうところを確実に行っていく必要があるんじゃないかと思って

いるので、この基本計画においても前向きな形で、なおかつ真実味のあるやり

方をしていただきたいなというのが意見としてあります。そういった意味では

分かりやすく、また見えやすいやり方っていうところはこの基本計画には必要

なんじゃないかなということで、漠然とした意見になってしまいますけど私か

らは以上であります。 

会 長： 引き続きご意見をいただきたいのですが、こちらの 30の施策の方も説明をし

ていただく必要がありますのと時間も少し気になりますので、こちらの説明を

していただいた後、引き続き重点の方でも結構ですので、ご意見をいただきた

いと思います。 

事 務 局： （資料４、資料５に基づき説明） 

会 長： ありがとうございます。皆様これを読んで来ていただいていると思いますの

で、この内容でも結構ですし、先ほどからの引き続きで重点の方でも結構です

ので、お願いいたします。 

委 員： この資料ですけども 30日付けで出ていますが、お休みが１日と３日とあった

関係で今朝の９時に届いたので、ちょっと全部は目が通せておりません。移住の

方が今 145人ぐらいと聞いた記憶があるのですが、それ以上に増えているのか減

っているのか。減っているならばなぜ減ったのか、そこら辺は分かるのかという

ことと、今回のこの資料を見ていまして、すごく綺麗にまとまっていて、尚且つ
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お年寄りになりますと新語だとか横文字が弱いものですから、分からないんです

けど、注釈があって大変よく分かりました。 

副 会 長： 移住者をどういうふうに定義するかというのは結構曖昧で、京丹後市全体で

だいたい年間 1,200から 1,300人の転出と転入があって、転入の方が 200人とか

それぐらい少ない感じなのかな。たぶん 1,000人強ぐらいの人が転入してきてい

ると思うんですけど、その中で何人が移住者かっていうのは、正確な数字は分か

りません。丹後暮らし探求舎で何らかの形で相談だったり、関わらせてもらって、

転入してきたっていうような呼び方をする人は、昨年だと 20何世帯、42人ぐら

いです。だいたい毎年それぐらいなんですけど、増えたか減ったかって言うと、

毎年それぐらい入ってきていると移住してきた仲間みたいなものは増えてきて

いるなという感覚があります。今年はどうなのか分からないですけど、今年も例

年と同じぐらいの相談があったりしているので、人口が減少している中でそんな

に移住者の数は減ってないということはポジティブなのかなっていうのと、コロ

ナをきっかけにして、いろんな働き方が各企業様で強制的に行われていることで、

京丹後市で働ける可能性を見出されている人は増えてきているんじゃないかな

と、今肌感ですけど感じています。 

委 員： 14 ページに、前回手話条例のことを言わせてもらったらしっかり反映してい

ただいたので、とてもありがたいなと思っていまして、心のバリアフリーとい

うか、障害者理解という意味でこういうこと入れてもらったのはありがたかっ

たのですが、その後の制度や分野、「支え手」「受け手」という関係というとこ

ろで、「支え手」とか「受け手」という言葉自体があまり聞きなれない言葉なの

でちょっとピンと来なくてごめんなさい。その「受け手」っていう表現がどう

なんでしょうか。もっと別の表現がないのかなと思いながら、支える、支え合

うとか何かそういう別の文言があると良いのではないかと思いました。でもこ

れを入れていただいたのは大変ありがたかったです。 

事 務 局： 一応厚労省のサイト等でも使われているような共生社会の実現に向けての言

葉という位置付けにはなりますが、やっぱり分かりにくいというようなご意見も

受けておりますので、一定表現の在り方については、精査させていただきたいと

いうふうに考えております。 

会 長： よろしくお願いします。そのほかいかがでしょうか。 

委 員： すごい綺麗にまとめていただいていて良いなと思ったんですけど、伝え方を

しっかりしていかないといけないなと思ったのと、13 ページにある京丹後市の

子育て応援サイトはすごい見やすくつくっていただいているんですけど、やっぱ

りまだ認知が低いというか、知らない方もすごく多くて、伝えていくってことは

大事なことだなと。せっかく良いものをつくっても、知っている方が少ないとい

うのは寂しいことだなと思うので、伝え方を考えていかないといけないなと思い

ました。 

委 員： 皆さんと同じ意見で、非常にまとまっているなと思っているのと、あと第１
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部で４つの重点プロジェクト、この第２部まちづくり 30 施策で、第２部は総合

計画の基本構想を実現するための具体的な取組をということで、パッと開けると

地域の雇用・経済を担う商工業の振興って書いてあって、一方でこの４つの重点

プロジェクトを見ていると「かせぐ」は「かせぐ」なんですけど、「育てる」の

中というのは未来人材育成プロジェクトとなっており、先ほど委員がおっしゃっ

ておられた通り、人を育てるのもそうですし、やはり銀行からすると企業を育て

るとか、そういう意味合いも含めても良いのではないのかなと。いきなりこう開

けて具体的な施策を見ると商工業の振興、一方こっちの第一部には人のみのこと

を書いてあるっていうところがあるのかなと。ちょっと筋違いかもしれませんが、

「支える」もそうだと思うんですけども、企業を支えるとかそういう意味合いの

ところ、具体的にやるのはそういうことが書いてあるのに、前のところはどちら

かという人のところが重点的に書かれているような気もします。例えば「つなぐ」

でも事業承継とか、事業をつないでいくとか、技術をつないでいくとかという意

味合いもあっても良いのかなというふうな印象を受けております。 

会 長： ありがとうございます。先ほど、「育てる」のところで企業に関してのご意見

もいただいたと思うのですが、その辺りも考えていくということでよろしいです

か。 

事 務 局： 30の施策については重点プロジェクトとのリンクですとか、まだ現在進行形

です。これから今いただいた意見も踏まえて修正を入れていきたいと考えてお

ります。 

委 員： ご高齢のお客様が窓口にお見えになって、少し高額なお金を出される場合に、

金融機関は警察の方からも強く要請を受けておりまして、資金のお使い道です

とか、ものすごく根掘り葉掘り聞かないといけないという状況があって、例え

ばご家族の方と一緒に住まわれている方であれば、ご家族の方と来てください

というお願いをしたり、それができる方は良いのですが、本当にお一人住まい

で都会に子どもさんがいらっしゃって、今お勤めしてるから連絡も取れない、

何で自分のお金を出すのにあんたらにそんなこと言われんなんのやってそんな

ところまでお怒りになられるお客様もいらっしゃるんですけれども、そうなっ

た場合どうするかと言うと、警察の方が警察を呼んでくださいっていうことで、

実際に警察の方に来ていただいて、本当にお客様にはご不快な思いをさせたく

はないんですけれども、一方でお客様の大切な財産を守るためにはそこまでし

てくださいっていうことも金融機関としては依頼がされているということで、

仕事をしているとよくあるんです。そういう中でご高齢の方の話をいろいろ聞

いていると、やっぱりお一人で住んでいらっしゃって、孤独感を感じるところ

があるということで、話を聞いてあげると最初すごく怒ってらっしゃったのが

落ち着いてきて、だんだん自分のことを色々話してくださって、お金を 100 万

円出すのが、実はお孫さんが成人式を迎えるから着物を買ってあげたいってい

う本当のところを言ってくれたりとか、心の交流ができる場面があって、高校
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生のお話の中にもあったんですけど、普段おそらくご高齢の方で一人で住んで

らっしゃる方って、自分でいろんなところに出て行って交流ができる方は良い

んですけど、病院に行って、買い物に行って、家に帰って来てって生活を繰り

返していると、ちょっと陰鬱になってくるっていうこともよくあると思います。

例えば、異世代間の交流する場があって、心に華やぎを持てる場面をつくって

あげられたら、すごく元気にもなってくるし、この計画の体系図にもあります

けど、支え合い助け合う福祉のまちづくりを推進しますっていうところですと

か、４番の生涯現役で活躍する健康長寿社会を形成しますっていうところにも

つながってきて、若い人とお年を召した方が交流することによって、お互いが

持っているスキルを伝え合ったりできる場が持てれば良いのかなというところ

で、身近なところで言うと、我が家で私の 80 歳になる母がスマートフォンの使

い方を学ぼうと思ったら、私だと何でこんなことも分からへんのみたいなこと

になるんですけど、私の娘が母に教えてやると、すごくソフトに上手に教えて

やれるので、そういう世代間の交流っていうのが、お互いに若い子どもたちに

とっても、高齢の方にとっても、心の面でも良い作用が出てくるんじゃないか

なという思いがあって、そういう場を色々と設けてあげれば良いのかなと思い

ます。子育て世代だけの交流ではなく、ご高齢の方だけのサロンではなくて、

いろんな世代が交流ができる場が京丹後のいろんなところでできれば良いかな

と思います。 

委 員： 人を確保するというところで、最近よく聞こえてくるのがリモートワーク、

関東の仕事を京丹後に居ながらされている方というのをよく聞くんですけれど

も、その中で京丹後市の企業様にとっては人材不足の面があるということを伺

ったので、例えばなんですが、仕事を探している方もまだたくさんいらっしゃ

ると思うんですが、隙間時間でアルバイトができるとか、副業という形で１日

３時間とか空いている時間でこんな企業に行ってみたいなとか、そういうシス

テムのようなもの、例えばアプリとかでも良いんですけど、京丹後アプリみた

いな形で、今３時間空いているから、ちょっと仕事に行けたら良いなっていう

ので、それがきっかけで何てかっこいい仕事をしているんだろうとか、知るき

っかけになれば、その職業を主としていきたいなとか思うかもしれない。私達

はやっぱりまだ知識がないので、その企業ではどういったことがされているの

かっていうのが分かっていないと思うので、その面白みを知るとか、そういう

きっかけが何かあれば良いなと思いました。  

委 員： 文化協会の加盟団体が少しずつ減ってきているというのが、年齢が高くなる

にしたがって、体がだんだん言うことをきかなくなるし、踊りとかでも脱退し

ますというようなことが今年も結構あって、でも高齢者が生き生きと、いつま

でも暮らしていく、生きがいということでは文化団体に所属して、自分の能力

を活かしていくとか、踊ったりだとか歌ったりだとか、それから生け花をした

りだとか、そういうことが生きがいにつながっていくのかなと思っています。 
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「つなぐ」というところで 17 ページに「文化芸術活動への支援」と書いてあ

って、会長さんとも話していて、なかなか文化協会とかそういう関係のことがあ

まり出てこないというふうに言っていたんですけども、ここに書いていただいて、

文化団体だけではないと思うんですけども、いろんな支援をしていただけると。

例えば、公共施設の有料が今ありますよね。全く無料にとかは無理だと思うんで

すけど、少しお安くしていただいて、年金の中から使用料を払っている、でもそ

れが高くなるとやめないと仕方がないという声も聞くのです。だから、そういう

部分でも継続していけるように、金銭じゃないんですけども、そういう支援だと

か、いろんな場所の提供だとか、そういうことをしていただけると生きがいにも

つながって、長生きできるのかなと思います。やはり人との関わり、コミュニケ

ーションもできてきますので、すごい刺激になって生き生きとできるのかなと思

います。ぜひ、書いてあるだけではなく、本当に支援をしていただきたいなと思

います。 

委 員： 皆さんの話を聞かせていただいていろいろ考えさせてもらって、少し場違い

な話になって申し訳ないですけど、それを申し上げます。私の所は医療機関で

ございまして、特別養護老人ホームもあるんですけども、介護士が資格職とし

てありまして、その人が患者様なり利用者様なりの痰を吸引するということを

やると、またそれに資格がいるらしいんですね。病院で看護師さんの指導のも

とにすぐ資格が取れるかと言ったら、それができないようになっているんです。

なぜできないのかと京都府の担当者に聞きましたら、６カ月ぐらい前から研修

をしなければならないと。京丹後市の人口が減って、医者も非常に少なくなっ

てくる恐れがあるんですね。僕はよく分かりませんけど、もっと京丹後市の方

も発想を思い切って変えてもらって、府や国の制約を取っ払わないと駄目だと

思います。例えば、医者でも大都市にある医大に行って、死体解剖なんかをや

って、それで鍛えられて試験を受けるんですけど、今はウェブ講演があります

から、ウェブで非常に質の高い講演をしてもらえます。大学教授って偉い先生

ですけども、下手くそな部分がたくさんあるのですが、ウェブでやりますと本

当に上手い人がやりますから、どこの地方でも大学教育のほとんどはウェブで

いけます。実習はいろんな形で工夫すれば良いので、もう少し教育のところで

ウェブを最大限に活用すれば良いと思います。 

地域で高校生に僕も教えさせていただいたことがあるんですけど、モチベー

ションのない人が多いですね。そういう人、寝ている子も起こして教育するの

は大変なんですけど、そういう人が社会に出て、もう 1 回チャレンジすると。

その時には真剣になってやってくれる人がいましてね。そういう看護師さんも

います。そういうことができるような、もう少しフレキシブルな教育、あるい

は資格が取れるようにしてもらったり、それは京丹後市が国や府と取り計らっ

てやってもらえるようにならないと駄目なんですね。駄目だったら、京丹後市

だけはその資格を認可するというような形にしないと、今国や府がそのシステ
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ムの中で抑え込んでしまっているように見えるんですね。それ取っ払わなかっ

たら、いろんなことをやっても国や府の意向を踏まえてやらないと駄目だとい

う話になります。だから、もう少しその辺りを取っ払って、どこの自治体もそ

うですけども、自治権が持てるように、自分たちで考えて進めるということを

やらないと、なかなか皆様にお出しいただいた良い発想もどこかで締め付けら

れてしまうのではないかということがあります。例えば看護師の教育でも、北

部医療センターに看護学校がありますけど、もう少し充実して４つの病院が協

力して、自治体も支えるようにしてやれば、もっと医療従事者は増やせます。

高校時代に勉強が嫌になって辞めたような人でも、もう 1 回チャレンジする、

再チャレンジするようなことができる自治体にしてく必要があるのではないか

と思います。 

私のところで植物状態になっている奥さんを 20 年もずっと旦那さんが面倒

を見ていまして、今も奥さんはお元気なんですけど、旦那さんが非常に良いケ

アをしてらっしゃいます。だから、医療というのは、素人がやるのと専門家が

やるのとの境目というのはそんなに際立っているわけではなく、勉強すればで

きます。医療については、一生勉強しなきゃいけないわけですから、その入り

口のところは、もう少しフレキシブルにできるようなシステムに、京丹後市が

自治権を発揮できるようなシステムにしていかないといけないんじゃないかと

いうことを提言させていただきます。できるわけないと皆さん言うかもしれま

せんが、今は過疎化、東京一極集中になっています。やっぱり自立的にやって

いく方が、例えば江戸時代は各藩でそういうシステムを持っていたわけですか

ら、それで統一して明治政府になって良くなった面もありますけれども、駄目

になった面もあり、今思い返してそこを取り込む必要があるのではないかと思

います。皆さんからお出しいただいたいろんな意見も、京丹後市だけで思い切

ってやれたら、相当この京丹後市の特徴を活かした良いローカルの自治体にな

っていくのではないか。東京の真似はしなくても、良いとこを真似したら良い

と思います。 

委 員： 内容的にはこれで良いのですが、皆さんから出ているように、市民が共有で

きるということが一番大切だと思っておりますし、ワークショップで高校生か

ら出た話も、具体的に丹後には娯楽施設がないとか、実際ないですね。その娯

楽施設がなぜないかいうところも含めて、いろんな意見を聞きながら解決して

いかなければいけないと思うのです。僕も都会に行っていたので、魅力を感じ

ます。丹後より魅力を感じますけど、都会に行ったから丹後の良さが分かって

帰って来ているので、そういうことも含めて、交流というか人間関係も含めて

交流していったら変わってくるんじゃないかなと思います。 

人とのつながり、同級生とのつながりで、自分も上の学校を目指して行きまし

た。友達によって大きく左右すると思います。仕事についても都会の方がたくさ

ん仕事があるし、友達を誘ったら友達も一緒に行きます。田舎で頑張ろうという
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仲間が増えたら、田舎で頑張ってもらえると思います。３Ｋとか職業色々と言わ

れていますけど、自分にとって良い仕事というのが一番大事だと思っています。

高校にしても自分にとって良い高校、大学にしても自分にとって良い大学、色々

と言われていた中で良い大学、国立の良い大学、国立に行ったら一部上場してい

るような良い会社といったら丹後にはありません。そしたら丹後に帰って来られ

ません。いろんな見方があるので自分にとって本当に良い会社はどんな会社だろ

うか。それを子ども達にも伝えていかなかったら変わっていかないと思うのです。 

人口が７万人になっていくにはどうしたら良いか、子どもたちの心も含めて親

の考え方も変えていかなければ絶対無理です。誰も７万５千は無理だと思ってい

ると思います。だけど人口を減らしてはいけないと思いますし、それにはやはり

つながり、僕もこの前建設会社の人に失礼なこと言ってしまったんですけど、な

ぜ減っているか、人材が足らない中で本当にどうしたら良いか考えていくべきだ

と思います。高校についても一緒に連携をとって、丹後に残るような、出て行っ

ても帰って来るような教育をしていかなければ、今後変わっていかないと思って

おります。 

委 員： 全体としましては、前回言わせていただいたとおり、基本的には理念が書か

れておりますし、前向きな、ポジティブな内容でありますので賛成いたします。

ただ、今ご指摘のように、様々なご意見がありましたので、文言の面では修正が

必要な部分もあろうかと思っております。 

私は所属団体からいたしますと、どうしても「支える」という点に目が行くわ

けなんですけれども、感想と言いますか希望と言いますか言わせていただくと、

「かせぐ」「つなぐ」の中で、ICT とか AI だとか、そういう科学技術をどんど

んこれから使っていこうというスタイルが描かれており、それはまさに大賛成で

ありますし、その通りだと思います。その部分は「育てる」にもちゃんと入って

いるわけですね。子ども達もそういうものを使えるようにしていこうという。こ

れは高齢者の僻みなんですが、私は育ててもらえないのかなと。先ほども委員の

方が言われましたけれども、年を取った方が ICT の機器を、例えばスマホだと

か遠隔でテレビ電話をするだとか、そういうことができるのかと言ったら自力で

できる方は非常に少ないわけで、何らかの手助けがいるというのが現実だろうと

思います。今の段階では、いわゆる福祉ニーズと言われるような困り事にはなっ

てないんですね。ですから皆さんあまり目を向けられないんですけども、今は困

り事ではなくて諦め事なんです。諦めてしまえばそれで済むと、生活もしていけ

るということなんですが、ただ、マイナンバーカードだとか、Ｇo to eat だとか

そういうことはもう全然できないわけなので、損と言えば損なんです。だから不

満はきっと渦巻いているだろうなという感じはします。今は良いのですが、５年

10 年先はこれができなければ、生命そのものにもつながるような事態になる可

能性は十分ありますので、そこの部分を見越した具体的な文言がここに入れて欲

しいと言うのではなくて、30 の施策の中に入るのかなと思うのですが、30 の施
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策を見させていただくと一応含まれていると。「誰一人置き去りにしない」とい

う文言に全てが集約されているわけなんですが、ただそのことを実行する上で、

やはりユニバーサルデザイン、誰にも障壁をつくらないというそういう視点の政

策、進め方というのを、根底に持っていただいて、ぜひ行政を進めていただきた

いし、市民はそれを見てチェックをし、意見を言えるようなそういう雰囲気をつ

くっていただけたらありがたいなと思っております 

委 員： 今日はコロナでずっとなかった中学校の参観・懇談に行かせていただきまし

て、来年の４月には小中高生全員がタブレットを一人ひとりに与えていただい

て授業ができる、コロナでも自宅でできるということでした。ただ問題は、小

学 1 年生、2 年生が家庭の中でそれができるんだろうかという学校側のクエスチ

ョン、いろんな思いを聞いていまして、寂しい時代になるんだなと。確かに時

代を追っていくということは大事なことですし、ついていかなきゃいけないと

思うんですが、やっぱり人の生っていうところの中では、触れて、会って、笑

って、泣いてっていうところで生きていくっていう、それがなくなりはしない

でしょうけれども、そういう時代を私たちがつくっていくのかなと、ちょっと

寂しいなという思いをしながらここに参加させていただいています。 

でも、何日か前には、ある高校生の中で、僕は長男だから丹後に帰って来るん

だと。すごく頼もしい言葉を聞いて、親の姿を見て僕は京丹後市に帰って来る、

でも何人かの子ども達はそうなんかって。じゃあ自分の孫とか周りにいる子ど

もたちに、京丹後ってすごく良いから帰っておいでって言えるだけの、今私た

ちが大人の背中を見せているんだろうか。空き家になったね、あそこの家ない

ね、あそこのおじいちゃんおばあちゃん達が病院に行くのには車がない、じゃ

あ有償サービスを受けながら、何か良い方法が、家庭の中では大変だから。民

生委員をしていますとそういう声をたくさん聞くんですよね。でもそこで子ど

も達も帰って来てない一人暮らしの人達を見ていると、今高校生の方がワーク

ショップでいろんな夢とか、いろんなことをしながら京丹後市を支えようって

いう部分の中で、いろんな意見があってすごく良いなと思う反面、本当にどれ

だけの人が帰って来られるのか。ここに「かせぐ」「育てる」「支える」「つなぐ」

というところの中で、先ほども言われたように、一人ひとりがこれに目を通し

て、自分の生活の中でそれを思いながら人を助けようとする心を持ってその地

域で生活していかなきゃいけない。私はここに参加させていただいて、本当に

大事な京丹後市をつくらなきゃいけないんだっていう重荷みたいな、とりとめ

もない話になりますけれども、本当に地域によって違う支え方、また育て方、

かせぐにしてもあるんだなということを皆が踏まえられるようなまちづくりを

していかなきゃいけないなと思います。 

委 員： 重点プロジェクトの中に、高校生や若者のチャレンジを応援というふうに書

いてありますし、若者に選ばれるまちとなるためにということが書いてありま

す。そのためには、仕事だけではなく、仕事が終わってから息を抜ける場であ
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ったり、趣味をする時間であったり、そういうことが絶対大事だと思っていま

す。スケボーであったり、フットサルであったり、アフターファイブを有効に

活用してもらえる場をつくって欲しいなと思っています。 

それと峰山高校が軽音に力を入れていまして、全国大会に行ったり、また有

志で外部顧問として毎日指導に当たっている方もおられます。私の同級生も外

部顧問をしており、そうした熱血指導が実ってフジテレビでドラマ化もされま

した。桐谷健太もその役をして、それほど有名ではないですけど、そういう人

材や支援していただける大人の方たちもいます。ただ、そうして練習をして発

表したり、ライブをしたりする場所が今ない状況でして、私も手伝って福祉セ

ンターでしたことがあるんですけど、中に吸音材を貼ってできる限りの防音対

策をしたにも関わらず、周りから苦情が来まして、ライブも中断するようなこ

とも起きました。外で確認すると隣のテレビの声の方が大きいような状態で、

そして隣から三味線の音は聞こえているのに、軽音となるとかすかな音でも苦

情が来るような状態でして、そんな状態では若者に選ばれるまちにはならない

と思います。音楽を目指している方もいますし、実際にこの大宮町では若い子

達が誰でも知っているＦＡＫＹのＨｉｎａちゃんもこの大宮町から出て、今世

界で活躍をされています。そんな若い子達を育てて、そして世界に出ていくよ

うな支援ができるまちになってほしいなと思います。軽音ができる所と、年配

の方でもよさこいができる場所であるとか、それも健康につながることですし、

そんな場所が京丹後にできたらと思っています。それと、滋賀県が実際に実践

されている音楽のロックフェスがあり、丹後にはこれだけ自然や場所がありま

すし、丹後を知っていただくためにそうしたＦＡＫＹの方や海外から来ていた

だいて、丹後のロックフェスができるようなそんなことも検討していければ PR

につながってくると思います。 

最後に、こちらの重点プロジェクトを通して、市民一人一人に、一人でも多

く分かってもらおうという中で、こういうマークであったり、こうしたものを

生活のいたる所にプリントしたり、例えば京丹後市のごみ袋でも、ただ文字が

書いてあるだけではなく、こうしたマークを常に付けたり、その横に QR コー

ドを付ければ、誰もが携帯で QR コードを見る時代ですので、携帯からそうし

たいろんな情報が入ってくるような、そんなことを真剣に取り組んでみたらど

うかと思っています。 

委 員： 委員が若者の可能性というかそういう話をされたんですけども、僕も今中学

生の少年野球に関わっていまして、今年の中３が 10 名なんですけども、全員が

特待生かスポーツ推薦で都会の方というか、外に出てしまいます。たぶん彼ら

がチームに残ってくれて、こちらの公立高校で野球をやってくれたら甲子園も

全然狙えるくらいになると思うんですけども、親も本人も地元の公立を選択し

てくれません。彼らぐらいのレベルの選手がずっと行くような野球部であるな

ら、たぶん都会から同じぐらいの人数の子どもたちが甲子園を目指してこちら
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の高校を選んでというようなことも十分考えられる、レベルの高い子ども達が

たくさんいる地域であると思います。ほとんど毎年うちのチームの OB が甲子

園に行っていますし、今年もこの秋の近畿大会では４名ベスト８以上に出てい

ますので、普通に野球名門校でもレギュラーを取るような子ども達がたくさん

いる地域なので、そういうようなことも、一つ教育の中で考えていただいて、

全国から子ども達が集まって来られるようなクラブ活動であったりとか、僕ら

の同級生ってたぶん 20 名以上国公立大学に行っていると思うんですね。京都大

学にも４人ぐらい同級生が行ったと思うんですけど、最近少しその辺のところ

も物足りなさを感じていまして、もっと全ての所で、高いレベルと言うか、そ

ういうものを目指していけるぐらいの子ども達がたくさんいると思うので、本

当に日本一目指してやるような中高、小学校からですかね、そういう教育がで

きるような地域であれば良いなと思います。 

委 員： 今朝も観光公社の会議だったんですけれども、ふるさと旅行券がカニの方は

１万枚が３分で完売ということで、新聞の投書欄なんかに買えなかったという

ような投稿があったりもするんですけど、観光協会から公社として大きく舵取

りを切ってやっている中で、ものすごく大きなチャレンジをさせていただいて

いて、日本一色んな自然に、日本全体がそうかもしれないですけど、すごく豊

かな所に住んでいるという思いはあります。それで前もお伝えしたと思います

けど、まずは地元に誇りを持つということがまずは大事だと思います。ディズ

ニーランドに行ったことがないので、そういう遊ぶ施設も良いかもしれないで

すが、アクティビティできる所もいっぱいあって、私は食べ物も魅力があると

思います。お嫁に行った娘が１年生になる女の子を連れて帰って来たのですが、

1 年生が 280 名入るところに居たんですけれども、その中ではもう子育てはで

きないということで、今峰小の 18人の中に入れてもらっています。びっくりす

るような決断だったんですけれども、人間の成長の中で私は自然豊かな所での

びのびと、やっぱり土台がしっかりしてないと、逆三角形だったら人間はひっ

くり返るのではないかなという。本当に日本一と言うか、出たから分かるとこ

ろもあるかもしれませんけれども、孫達を見ていると満喫しています。 

先日、和久傳の女将さんとお話することがあったんですけれども、「大変なこ

とがあるから今があるのよ」ってさらっとおっしゃいますけど、やっぱり当た

って砕けろじゃないですけど、大きく頭を切り替えないと、今までのやり方で

は駄目だと思います。大きくやるかやらないかだけだと思いますね。この 30の

施策を見ていても 12のところに「快適な都市空間の形成」って書いてあり、そ

の見出しになんとなく違和感があります。都市空間の都市が良いのかっていう

ところも含めてすごい違和感を感じるし、４つのプロジェクトの中でも、さっ

きおっしゃられたように、本当に「育む」というか、「かせぐ」「育てる」「支え

る」「つなぐ」で、何で４つなんだという、育むというか上から目線じゃなくて

市民のところに渡った時に、自分たちが自分たちで主体的になって、行動を起
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こすようなことでないと、ここはものすごい良い場面で、いろんな話を聞かせ

ていただくので私たちはすごい嬉しいですけれども、伝えるということ、本当

に一番そこが難しいと思うのです。誰かが決めたことをやってるわ、言ってる

わではなくて、市民それぞれが主体性を持って自分でやろうと思うよなことに

していかないと、せっかく山のような宝があって、こっちに追い風が吹いてい

て、今こそ地方の時代です。いろんな情報をＡＩの中に入れた時に、2050年に

は大きく変わると。30年先に私は生きていないかもしれないですが、大きく変

わっていくところは本当に地方の時代で、どんどんいろんな概念を取り切って

大きく変革していく。紙媒体も必要なところには必要な人があるかもしれない

ですけど、さっき言われたように、そういう部分でやっていくような形に持っ

ていけたらすごくこの時間が有意義かなと思います。 

一番初めに働く場所がない、人手不足のことで、朝の観光公社の会議でもそ

こが議論になったのですが、織物機械金属センターがありますが、観光の中で

いうと「食」もありで、そういうものの学校的なものもあっても良いのかなと

私は思います。和久傳の女将と話した時にそんな話も出たんですけれど、その

辺もやっていくべきかなと。ＩＴも大事だと思いますけれども、技術はすごく

大事です。糸の方もそうだと思いますし、機械金属もそうだと思いますが、私

たちは調理人が不足しています。その職人さんを育てるということはものすご

く崇高なことですし、そこのところが知育偏重ではなくて、もっと丹後の中で

自分たちが育っていることを誇りにというところが私は一番大切かなと。それ

を一人ずつが伝えてくいいことが大事かなという思いです。 

委 員： 説明文に横文字が結構あって、やっぱり勉強不足な面もあると思うんですけ

ど、お年寄りとかそういう人もこれを読むので、お年寄りの人が分かるような

文章の書き方とか、そういうところをしてくれたら良いなと。確かにこの分厚

いものを配布されても、全部読むかって言われたら分からないですけど、それ

でもやっぱり年配の人が多いので分かるような書き方をしてくれたら良いかな

と思います。 

委員随行者： 私は先ほどの休み時間に、委員とお話をさせていただく機会がありまして、

なぜお話をする機会があったのかと言うと、私が将来銀行員を考えているとい

うことがあったのですが、最初の方にお話しされていたことを踏まえた上で、

やはり、実際に働いている方の話を聞くというのはとても大切なことだと実感

しました。しかし、その興味のあるなしというのはとても大きくて、小学生が

小さい頃というのは仕事は大人になってから、大人がするものというイメージ

がついてしまいます。そのこともあって高校生になっていざ仕事、就職を考え

た時に、何に就けば良いのか分からないとか、自分が何になりたいんだろうと

考えてしまう高校生って多いんですよね。なので、小さい頃から地域産業に触

れるなど、親の仕事を知るということはとても大切なことなんだなということ

を実感しました。 
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会 長： 時間も迫ってまいりましたので、アドバイザーにご意見をいただきたいと思

います。 

アドバイザー： お話を聞いていまして、私がちょっと感じるところでいきますと、もっと外

の力を活用していただく作戦を練っていただいても良いのかなと感じていまし

て、例えば我々専門職大学ということでお話しさせていただいたのですが、直

近で豊岡の方に専門職大学が来年４月に開学することが決まりました。こちら

は、文化、芸術、観光みたいなところを軸に学びを得られるような大学になり

ますので、そこと山陰つながりで連携をしていただくのも有りじゃないかと思

います。あとは、ＷｉＦｉの設置数を 20 から 40 ということを目標に掲げられ

ていたかと思いますが、これはＫＤＤＩ様やソフトバンク様、ドコモ様とかと

組んだら、一瞬で解決できる話だと思いまして、でも簡単と申し上げたんです

が、組むまでが難しいのですが、ぜひ、地道に伸ばしていく作戦もそうなんで

すけども、一気にブレイクスルーするには、若い皆さんのアイデアや意見をど

んどん取り入れて、外に転がっている情報もどんどん取り入れていただいて、

連続的な成長というより非連続な成長みたいなところを項目によっては描ける

のではないかなと、お話を聞いていて感じる部分がございましたので、ご検討

いただきたいなというのが一つです。 

もう一つ、人口の問題というのが非常に大きいのですが、主役は私の目の前に

座っていらっしゃるような高校生とか、若い方々が主役になるというところが、

今後、人口を増やしてまちを元気にしていく一番の主役になられる方々なのか

なと思いますので、ぜひその方々のご意見を取り入れていただいた施策を打っ

ていただくというのが、この方々がまちをつくっていくという形になると思い

ますので、私からの意見として言わせていただきました。皆さんすごい当事者

意識が高くいろんな思いを持って話されているので良いなと思ってお聞きして

おりました。 

アドバイザー： 皆さんからいろいろご意見が出ていまして、この計画も意見が反映されて、

良いものになってきているなというふうに見させていただいております。意見

の中にもありました通り、市民の方々にどう共有していくかということが今後

の課題なのかなというふうには私も思ったところでございます。私なりにずっ

と資料を見させていただいて、だいたい書いてあることが私なりになんとなく

分かるんですけども、ちょっと分かりづらいと言いますか、もうちょっと説明

を加えた方が良いようなところが見受けられました。 

例えば 15 ページの（6）に新たな都市拠点の形成に向けた取組を進めますと

書いてあるんですけども、今現在それぞれ市街地が形成されていると思います

けども、これ以外に何か新しい都市拠点をつくるのかなとも読み取れたりする

のですが、そういう考えがあるのであればこういうふうに書いておけば良いと

思うんですけど、そうじゃないのであればもう少し分かりやすく書いた方が良

いと思いますので、その辺の書きぶりをもうちょっと詳しくしたらどうかなっ
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ていうのが一つございます。それと 16 ページですけども（8）に新たな地域コ

ミュニティの形成を進めていきますというような書きぶりがございますが、従

来から自治組織というのが長い間続いてきているわけですけども、それが高齢

化もあって弱体化しているということで、地区公民館の区域などを範囲とした

新たな地域コミュニティの形成をしていこうというふうな書きぶりなんですけ

ども、これについても単に区域を広げるのか、それとももう少し新たな機能を

加えていくのかというその辺をもうちょっと詳しく書いた方が、やっぱり以前

からの地域コミュニティってすごく大切だと思いますので、この辺もどういう

ふうにしていくのかということをはっきり書いたほうが良いのかなと思いまし

た。そんなところを気付きましたので、更に皆さん読み込んでいただいて、ブ

ラッシュアップしていただいたら良いと思います。 

会 長： ありがとうございました。それではこの辺りで意見交換を終了させていただ

きたいと思います。進行を事務局にお返しします。 

事 務 局： 味田会長、本当にありがとうございました。また委員の皆様、アドバイザー

の皆様におかれましても活発に、示唆に富む多数のご意見をいただきまして、

誠に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、ま

た再度、この計画案については修正を加えていきたいと思っております。最後

に今後のスケジュールにつきまして事務局から説明させていただきます 

事 務 局： （資料６に基づき説明） 

事 務 局： それでは閉会にあたりまして、本日は網野高校の原田副会長からご挨拶をい

ただきます。よろしくお願いします。 

副 会 長： 皆様、本日は長い時間お疲れ様でした。私はこの審議会に参加させていただ

いて、様々な人の視点から見る京丹後市の現状や色々な考え方を知ることがで

きとても勉強になっております。私自身は進学するのですが、その後は京丹後

市に戻ってきて就職しようと考えていますので、その時は京丹後市の力になれ

るように頑張りたいと思っています。委員の方々には、次回の審議会など今後

もお世話になりますが、引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがと

うございました。 

事 務 局： 以上持ちまして令和２年度第３回京丹後市総合計画審議会を終了させていた

だきます。長時間にわたり大変ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 


