
第３回京丹後市総合計画審議会(11/5)における主な意見とその対応

【かせぐ】
※計画に反映した意見のみ対応を記載。
※その他の意見はすでに趣旨が盛り込まれているもの、又
は施策展開において参考とするもの。

No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

1 かせぐ
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。

４つの重点プロジェクト10ページ（1）の取組の視点に、
「子どもたちが地域資源や仕事に触れる機会の充実」を追
加しました。

第３回審議会

2 かせぐ

「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。

―
（４つの重点プロジェクト８ページ（4））

第３回審議会

3 かせぐ

織物業は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、そういうところも生かしながら、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進んでいけばと思います。

―
（４つの重点プロジェクト８ページ（4）、（6）、（7））

第３回審議会
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No 項目 主な意見（要約） 対応 備考

4 かせぐ

「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。

―
（４つの重点プロジェクト６ページ（1））

第３回審議会

5 かせぐ

人を確保するというところでリモートワーク、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、例えばなんですが、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。

―
（４つの重点プロジェクト９ページ（7））

第３回審議会

6 かせぐ

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。

―
（４つの重点プロジェクト９ページ（7）、まちづくり30の施策72

ページ）
第３回審議会
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【育てる】
※計画に反映した意見のみ対応を記載。
※その他の意見はすでに趣旨が盛り込まれているもの、又
は施策展開において参考とするもの。

No 項目 主な意見 対応 備考

7 育てる

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Ｃ
ＡＤ、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。

―
（４つの重点プロジェクト10ページ（1）、まちづくり30の

施策72ページ）
第３回審議会

8 育てる

「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。

４つの重点プロジェクト12ページに、「（5）起業家・ベン
チャー企業等を育成」を追加しました。

第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

9 育てる

「育てる」と「育む」というのは大きく成長するって言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。

４つの重点プロジェクトの「育てる」を「はぐくむ」に変
更しました。

第３回審議会

10 育てる

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

４つの重点プロジェクト10ページ（1）の取組の視点に、
「子どもたちが地域資源や仕事に触れる機会の充実」を追
加しました。

第３回審議会

11 育てる

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。

４つの重点プロジェクト、12ページ（4）を、「Ｕ・Ｉター
ン支援で未来人材を惹きつける」に変更しました。

第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

12 育てる

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。

４つの重点プロジェクト、11ページ（3）の取組の視点に、
「先進的な専門職大学等」を追加しました。

第３回審議会

13 育てる

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。

―
(まちづくり30の施策100ページ)

第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

14 育てる

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。ただ、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、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。

―
(４つの重点プロジェクト17ページ（1）、まちづくり30の

施策102ページ)
第３回審議会

15 育てる

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。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。

―
(４つの重点プロジェクト10ページ（1）)

第３回審議会

6 / 15 ページ



No 項目 主な意見 対応 備考

16 育てる

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。

４つの重点プロジェクト10ページ（1）の取組の視点に、
「子どもたちが地域資源や仕事に触れる機会の充実」を追
加しました。

第３回審議会

17 育てる

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。

―
(４つの重点プロジェクト11ページ（2）)

第３回審議会
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【支える】
※計画に反映した意見のみ対応を記載。
※その他の意見はすでに趣旨が盛り込まれているもの、又
は施策展開において参考とするもの。

No 項目 主な意見 対応 備考

18 支える

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
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。

４つの重点プロジェクト15ページ（6）に「空き工場、学校
跡施設」を追加しました。

第３回審議会

19 支える

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。

４つの重点プロジェクト14ページ（2）取組の視点の文言を
修正しました。

第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

20 支える

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。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。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

―
(４つの重点プロジェクト14ページ（2）、まちづくり30の

施策74ページ)
第３回審議会

21 支える

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。

４つの重点プロジェクト16ページの（7）の取組の視点を修
正。※（6）「山陰近畿自動車道」「山陰縦貫・超高速鉄
道」の早期実現に向けては、19ページに移動の上、文言を
修正。

第３回審議会
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【つなぐ】
※計画に反映した意見のみ対応を記載。
※その他の意見はすでに趣旨が盛り込まれているもの、又
は施策展開において参考とするもの。

No 項目 主な意見 対応 備考

22 つなぐ

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。

―
(４つの重点プロジェクト18ページ（3））

第３回審議会

23 つなぐ

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。

４つの重点プロジェクト18ぺージ（3）の文言を「地域や
世代、分野を超えた交流の仕掛けを更に発展させていく」
に修正しました。

第３回審議会

24 つなぐ
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。

４つの重点プロジェクト19ぺージ（3）の取組の視点に、
「地域や世代、分野を越えて関係性やネットワークを築
き、新たな価値を創造していく」といった文言を追加しま
した。

第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

25 つなぐ

「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。

―
(４つの重点プロジェクト17ページ（1））

第３回審議会

26 つなぐ

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。

４つの重点プロジェクト18ページ（3）を「豊かなつなが
りを活かし、未来への活力を創造」に修正しました。ま
た、「多彩な資源や人のつながりを最大限に活かし」と
いった文言を追加しました。

第３回審議会
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【その他】
※計画に反映した意見のみ対応を記載。
※その他の意見はすでに趣旨が盛り込まれているもの、
又は施策展開において参考とするもの。

No 項目 主な意見 対応 備考

27 全体

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。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。

― 第３回審議会

28 全体

前回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、ＳＤＧｓ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、主体的
にやるっていうのも一つの手だとは思っています。

ＳＤＧｓの17の目標に紐づく169のターゲットと４つの重
点プロジェクトの各項目との関係性を整理のうえ、４つ
の重点プロジェクトの各項目に、関係が深いＳＤＧｓの
目標のアイコンを追加しました。

第３回審議会

29 全体

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。

― 第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

30 全体

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。

― 第３回審議会

31 全体

「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。

４つの重点プロジェクト12ページ、（5）起業家・ベン
チャー企業の育成に関する項目を追加しました。また19
ページ（3）の取組の視点に、事業承継に関する記載を追
加しました。

第３回審議会

32 全体

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生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。

― 第３回審議会

33 全体

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。

４つの重点プロジェクト10ページ（1）の取組の視点に、
「子どもたちが地域資源や仕事に触れる機会の充実」を
追加しました。

第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

34 全体

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。

― 第３回審議会
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No 項目 主な意見 対応 備考

35 全体

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。

― 第３回審議会

36 全体

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。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、ものすごく大変な極人で、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。

― 第３回審議会

37 全体

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。

― 第３回審議会
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