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令和２年度第４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２４日（火） 午後２時 ～ 午後４時１５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）、田茂井 勇人委員（副会

長）、小林 朝子委員（副会長）、上羽 千秋委員、中村 俊彦委員、田中 智

子委員、山﨑 高雄委員、廣瀬 正貴委員、瀬古 敬委員、奥田 幸子委員、上

田 美知子委員、藤井 美枝子委員、中山 良委員、和田 直子委員、中邑 貴行

委員、川﨑 哲裕委員、荻野 麻里子委員 

＜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  原田 優奈委員（副会長）、岡田 政行委員、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、小谷 順一委員、北垣 絵美委員、森本 

賢一郎委員、大幡 恵子委員、野々垣 里美委員、長瀬 啓二委員、稲岡 克彦

アドバイザー（以上１３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（案）について 

（イ）次期基本計画 まちづくり３０の施策（案）について 

（ウ）答申書（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４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、原田副会長、岡田委員、平野委員、小倉委員、森口委員、藤田

委員、小谷委員、北垣委員、森本委員、大幡委員、野々垣委員、長瀬委員、アド

バイザーの稲岡様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、連合京都北部地域協議会の中邑委員におかれましては、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： 皆様、本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。

本当にタイトなスケジュールで進んできましたこの審議会ですが、次第にもあ

りますように、本日答申案をお示しできるかなというふうに思っております。

最後まで皆さんのご意見をいただきたいと思います。本日もどうぞよろしくお

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。委員の皆様には資料を事前に送付

させていただいておりまして、本日はご持参いただくようにお願いさせていた

だいております。この後確認させていただきますが、お持ちでない方がいらっ

しゃいましたら事務局へお声かいただければと思います。また、追加の資料を

机上に配付しておりますので、あわせて確認をさせていただきます。 

（資料の確認） 

なお、答申案につきましては休憩の時間になりましたら配付させていただき

ます。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
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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、奥田委員と上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 次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（案）について 

■議題２ 次期基本計画 まちづくり３０の施策（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）「４つの重

点プロジェクト（案）」、（２）「まちづくり３０の施策（案）」について、一括して

審議を行いたいと思います。事務局から説明願います。 

事 務 局： （資料１、資料２、資料４に基づき説明） 

会 長： ありがとうございました。前回の審議会で出た意見を踏まえた変更点につい

てご説明いただきました。本日の会議では、この基本計画に関する答申案をま

とめていきたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

それではどなたからでも結構です。ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

委 員： 一つだけ追加していただけたらと思うのが、１７ページの「つなぐ」という

ところの丹後王国と称される古代丹後の歴史や文化財をはじめと書いてある中

に、どういう形でも良いのですが、この前丹後町上野で３万６千年前の石器が

発見されたということが新聞に出てましたけど、そこにも少し触れていただく

と京丹後市の歴史の深いつながりというものを表せるのではないかと思います。 

文章はどういう形でも良いのですが、せっかく前方後円墳のことも触れてい

ますので、それも遥か昔の旧石器時代からずっとつながっているというあたり

をぜひ入れていただけたらというのが希望でございます。 

事 務 局： どういった言葉でということは今すぐにはお伝えできませんが、事務局の方

で整理をさせていただきたいと思います。 

委 員： １２ページの「起業家・ベンチャー企業等を育成」で、最近は京都府さんも

「スタートアップ」という言葉をよく使われるかと思いますが、８ページの「市

内企業などの経営安定と地域経済の循環促進」というところを見ても、現状の

企業を大事にしていくというところは感じられるんですけど、スタートアップ

っていうような革新的でどんどん成長していく企業の育成という部分が入って

ないのかなと思いました。この地域には機械金属の本当に素晴らしい技術を持

った会社もたくさんありまして、そういうところが革新的な取組でどんどん成

長を継続していくこともこの地域の活性化には必要だと思います。 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ： スタートアップという言葉には、新たに創業するという意味と、既存の企業

が新たな分野に進出するという２つの意味があるというふうに思います。１２
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ページのところで言いますと、起業家の育成という部分については新たに事業

を起こしていこうというところですので、現在やっておられる方が新しい分野

に展開していこうとか、新しいことを始めてという部分を追加いただければ良

いのかなと思います。 

委 員： 今回、１４ページの「ささえる」のところで、地域住民だけでなく京丹後市

に住む外国人の方も支えるということで文言を入れていただいて、国際交流協

会としましても大変ありがたく思っております。 

今、京丹後市に４８７人、米軍関係の方を合わせると、およそ６５０人も外国

人の方が住んでおられて、それぞれが地域の中で活躍されているわけですが、地

域の人とつながったり、多文化共生を目指して取組を進めているのですが、まだ

まだ難しい状況があります。１１月１２日に、「外国にルーツを持つ子どもの多

様な背景を輝かせるまちへ」ということで、京丹後市青少年健全育成会と国際交

流協会が共催で講演をしました。その中で、大野友アンドレイアさんという日本

人の方なのですが、両親がブラジルの方で、ブラジルで生まれてポルトガル語し

か使わないから、ブラジルにいる時は自分が日本人とかブラジル人だとかそんな

ことは全く意識がなかったと。多文化でいろんな人種の人たちもいるのでそんな

ことを感じたことがなかったのに、１４歳でお父さんやお母さんの仕事の関係で

日本に帰られて、日本人の顔をしているのに日本語が分からないし友達もできな

いしで、そこで随分苦労されて、大野友アンドレイアさんなのに、大野友さんで

いきましょうとなって、アンドレイアっていう自分の大事な名前を勝手に先生に

も長すぎるからやめましょうなんて決められたと。その時は何も言えなかったけ

れどもということで随分苦労しておられた時に、国際交流協会を見つけて、そこ

に相談しに行って、いろいろつながりができたという話を聞いたんですが、日本

人の顔をしていても、言葉が話せないことでそういう差別やいろんな苦労がある

という話を聞いて、それがもう外国人となると、なかなか今でも外国人というだ

けで差別されたり、子育ての関係で大変苦労されたりしておられますので、やは

り地域の人たちがどんどんつながっていって、担い手としてこの京丹後市に住ん

で良かった、ここで子育てができて良かったと思えるようなまちづくりができた

ら良いなと思っています。 

委 員： 事務局への質問ですが、ＳＤＧｓの目標について前回、副会長がご指摘され

たところに戻っただけじゃないかなと思うんですが、ターゲットが記載できな

い理由があるのでしょうか。 

事 務 局： 前回の意見を踏まえまして改めてＳＤＧＳの目標を示しておりますけれども、

中身につきましては 169 のターゲットのことも当然考えながら、紐付けて整理

をして改めてアイコンを入れております。ターゲットのことまで書いてくると

なると少しスペース的に厳しい部分もありますし、そこに対する説明だとか注

釈がさらに必要になってくるという部分がありまして、ＳＤＧｓをご存じない

方からすれば計画自体が少し分かりにくくなってしまうのではないかなという
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懸念もありまして、今回の形にさせていただいております。参考資料としてタ

ーゲットとの関連性を示すことは可能かなというふうに思っておりますので、

そこは検討していきたいと思います。 

委 員： ありがとうございます。これは提案ベースで聞いていただきたいのですが、

例えば１０ページの「子どもたちの夢や向上心を支え、未来を取り込む教育の

推進」というところでは、これに関わるターゲットとしてＳＤＧｓの４－１と

いうのがあるんですが、このターゲットは「２０３０年までにすべての子ども

が男女の区別なく適切かつ効果的な学習効果をもたらす、無償かつ公正でその

高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする」というような具体的なこ

とが書いてあります。ターゲット４－１というのだけ書きさえすれば、興味の

ある人は見てくれると思いますし、例えば１３ページの（１）に関しては４－

２「２０３０年までにすべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発

達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準

備が整うようにする」ということで、そこら辺をしっかりターゲット化してお

く方がこういうことを取り組んでいる自治体ってなかなかないのでやっておく

べきかと思いますし、やっぱり意味のあることをやるべきだと思うので、ター

ゲットだけでもぜひ入れていただきたいなという意向であります。 

副 会 長： 全く賛成です。ついでに言いますと、このパンフレット自体が配られた後に

は、学校教育の中だとか、丹後学の中だとか、総合学習の時間だとかで、まち

の施策がどういうふうにＳＤＧｓとつながっているのかということを、こうい

うものをちゃんと使って、特に子どもたちが考えることできるようなものもあ

れば良いなと思います。そこで自分たちでターゲットを探してみて、こんなふ

うにつながってるんだというのが分かるような、そういう仕掛けを展開しても

らえるとすごく良いのではないかと思います。 

会 長： 一応ターゲットも見ていただいた中でここに入れていただいてると思います

ので、数字だけでも入れていただいて、また参考に何かを付けていただくと関

心のある方は見ていただくと、より深く知っていただけることになるのかなと

思います。 

事 務 局： 内容につきましては、どういうふうに一般の市民の方も含めて見せていくか

ということが非常に大きいと思います。そういった中で、例えばですが、それ

ぞれターゲットの番号だけここに表示をして、それでおそらく関心のある方は

調べに行かれるんでしょうけども、やっぱり分からない方もたくさんおられる

んじゃないかなと。その方々のために、別紙かあるいは付録かそういった格好

でこの中身の意味を少し細くするような見せ方ができないかというふうなとこ

ろも含めて事務局の方で考えていきたいと思います。 

副 会 長： 今まで話したことがどんどん盛り込まれて良くなっていて、今回そんなに話

すことがないなと思って静かにしていたんですけど、文言で違和感を感じると

ころでいうと、１２ページの「若年層の流出に歯止めをかけ」のところで、京
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丹後市は大学がないので１回出て行くことが前提になっている中で、出て行く

ことを止めるって言う言葉は少し違うような気がします。出た後に戻って来な

いことが京丹後市の課題ではないかと思います。大学もあって企業もあるのに

出て行く人がいる状態であれば、歯止めという言葉になると思うんですけど、

この地域では１回出てくことはポジティブなことだと思いますし、出て行った

人が戻れる場所をつくってというのが（５）の意味なのかなと思うので、もっ

とこのまちのことをポジティブに捉えた言葉にしても良いんじゃないかなと感

じました。 

後は「ささえる」の（３）百才活力社会づくりのところなんですが、他の全

ての項目は取組の視点が具体的なのに、ここは漠然としているところがあるな

と感じています。具体的にどうしたら良いかということは今持っていないので

すが、たまに広報に差し込まれている習い事の多さとか、そういうのがいっぱ

いあるってすごいまちだなって感じていて、本当に高齢者の知識や経験を活か

せるような場を自らつくっているところがあるので、特技を活かせる場として、

１６ページ（７）の新たな地域コミュニティの中に「スモールビジネスへの支

援」が書かれているんですけど、公民館の利用って営利目的な活動だと勝手に

利用できないんですよね。公民館とかで高齢者の人がお金を稼ぐだったり、今

回の総合計画では「かせぐ」が最初に出てきているぐらいなので、公民館で高

齢者の人たちがビジネスをするっていうところをポジティブに支えていきます

みたいな感じになれば、この（３）も具体的になったり、（７）とつながってい

くんじゃないかと感じています。ただ支えるだけじゃなくて、高齢の方の知識

とか趣味の範囲にとどまらないで、それをビジネスに活かすことによって、や

りがいを創出することにもつながるのではないかと感じました。 

あと１５ページ（６）のシェアリングエコノミーですが、公共交通も、空家

や空き工場、小学校跡地の活用もどちらも項目として重要なものですが、一緒

にまとめられてる感があるなと感じました。分けると薄くなるというのもある

かもしれないのですが、１９ページの（４）で、新たに公共交通で外と京丹後

をつなぐということに対して力を入れている割に、このシェアリングエコノミ

ーについては、中の要素が少し薄いなというのを感じたところです。高校生の

ワークショップの時も、やっぱり中の移動ということだったり、これから高齢

者が増えていくっていう時に、中の網目を濃くしていくことの方が、バランス

もありますが、重点的にしてほしいというのがあります。あとは、空家や空き

工場の活用を積極的にしていくまちっていうふうに見えてほしいなっていうの

は個人的な願望なので、分けて記載されたらよりうれしいなと感じたところで

す。 

副 会 長： 前回の会議でもありましたが、９ページ（７）のＡＩやＩＣＴ等の活用とい

うところで、組合でネットを使って商談会をやったんですね。するとやはりＷiFi

の環境で、当然ハードのこともそうなんですけども、すごく詰まったところがあ
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って、このネット環境というのはワーケーションだとか、５Ｇだとかどんどん大

容量の情報が行き来するような時代になってきますので、ぜひとも速やかに整備

を進めてほしいなと感じておりました。 

委員随行者： １１ページの（２）について、こういった取組って高校生の立場からすると

視野が広がるということで、とてもありがたいことなのですが、私の周りにこう

いう取組を知ってるって聞いても知っている人が少なくて、なのでもっと積極的

に発信してもらえると多くの高校生のこれからにつながるのではないかと思い

ました。 

委 員： 先ほどのご説明を聞きながら見させていただいて、良い感じにまとめていた

だいていると思います。最初から書いてあったところなんですけども、「つなぐ」

の１７ページのところで、日本海側最大の前方後円墳として知られる網野銚子山

古墳が今整備を進められているということでうれしく思っています。子どもの頃

に、ものすごく広いのでかくれんぼをすると神隠しにあうよって言われながら楽

しんだ所ですし、ただその歴史的背景とか子どもの頃には習ったこともなくて、

調べてみたら今大人になってすごく貴重な古墳であるということも知りました。

子どもたちには、こういうものも本当に素晴らしい資産ですので伝えていきたい

なと思います。今ここに入れていただいているのがすごくうれしく思っています。 

委 員： きれいに段々と良くなっていて特に意見はないですが、パラパラっと見て印

象として、この古墳の写真だけ少し古臭い感じがして、他のきれいな色合いと比

べるとこれだけがイメージ的に少し違うかなというような印象を受けているの

と、未来チャレンジ交流センターのところも万人が見た時に足を組んでいるのが

どうかという印象を受けました。 

委 員： 今第５期の京丹後市障害者福祉計画を策定中で、これと並行してずっと審議

会を続けているところなんですが、先日の会議で色々話をして、資料にも具体的

に障害者福祉の推進ということですごくきちんと書いてもらってるなと思いな

がら見せていただきました。市の施策とか市長さんの思いなんかも聞かせてもら

って、福祉に力を入れるという思いをすごく感じるんですが、この前会議に出た

時に一番感じたことで、今一番問題になってるのは人材がいなくて、ヘルパーさ

んも不足してるとか、療育指導する職員さんもいないとか、やってあげようとい

う思いがあって色々計画を立てても、まず人材がいないということで、それがす

ごく今課題なんだということを感じました。そういうことはあまり書かれていな

いので、高校生が高校を出て、大学に行って帰って来た時に、いろんな仕事があ

るとは思うのですが、福祉の分野の介護だったり、保育だったりといった仕事も

あるので、そういうことを高校生に学んでもらう機会があれば良いなと思います。

今手話教室に行っているのですが、社協さんから指導で入られた方が話されてい

て、高校の時に手話をずっと勉強していたので、一旦外に出てまた帰って来てか

らも手話教室に行ったと言って、自己紹介をきれいな手話でされていました。や

はりそういう小さい時からの積み重ねが大事だと思うので、そういうことをぜひ
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知っていただきたいなと思います。本当に人材さえいればしていただけるサービ

スがいっぱいあると思うので、その辺をお願いしたいと思います。 

委 員： １０ページの「はぐくむ」の中で、U・I ターン支援と書いてあるのですが、

ネットなんかを見ますと、「Ｊターン」というのがよく出てくるのですが、ここ

に入れなかったのは何か理由があるでしょうか。もう一つは、知人から教えて

いただいたのですが、ふるさとレガシーギフトというものがございます。ふる

さとレガシーとふるさと納税の違いは寄附をするタイミングです。どちらも自

治体に寄附をするというところは同じなんですけども、ふるさと納税は一年中

いつでも寄附ができます。一方、ふるさとレガシーギフトの場合は、死後に寄

附がされることとなります。ふるさと納税は寄附金額に応じて返礼品が用意さ

れておりますが、ふるさとレガシーギフトの場合は、寄附をするのが死後なの

で、当然ながら返礼品を受け取ることはできません。そのために自治体によっ

ては申し込み後に感謝状を贈られます。寄附した後も途中解約できますという

ことで、今全国で調べてみましたら２０１９年７月末時点では奈良県の生駒市

と北海道香美町の２つだけがこの寄附を取り組んでおられます。これからはた

ぶん全国的に増えてくるのではないかと思っておりますので、皆さんにご報告、

提案をさせていただきます。 

事 務 局： Ｊターンについてですが、例えば京丹後から外に出て、そのまま帰って来る

のではなくて少し手前まで帰って来るみたいなことがこのＪターンの意味合い

ですけれども、これを想定した時に事務局の中では、なかなかそういったことが

伸ばしにくいのだろうなという気がするのです。外に出て途中まで帰って来ると

いうふうなことではなくて、U ターンやＩターンが中心になってくるんだろう

なという中で、あえてここでＪターンに触れるということはさせていただかなか

ったということでございます。 

委 員： ネットで調べても必ずここは一緒に入ってきています。地元から離れていて

も近くですし、また呼び込めるということもありますので、やっぱりセットで

入れたほうが良いように思います。またご検討いただければと思います。 

委 員： 前回「はぐくむ」のところで、電子黒板やタブレット端末を配置してプログ

ラミング教育、ＩＣＴを活用した授業を進めるというふうに明記されていて、

本当にこれからの時代は必要で、ぜひ行ってほしいというふうにお願いしたん

ですけども、もう一つ言い忘れたのが、タブレット端末など物資の面で充実し

ても、教育現場はもう手一杯で先生たちも大変な状況です。市役所の人たちも

そうだと思うんですが、本当に教育現場も朝早くから夜遅くまで手一杯の中で、

物はちゃんと与えたから先生たちやってくださいでは大変だと思います。やは

りこれは専門的なことになりますので、物も支援するけれども、専門家の人的

支援いうことも更にしていかないとなかなか充実していかないんじゃないかな

と思っています。 

委 員： 全体的によくまとめていただいてると思いますが、先ほど言われた１１ペー
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ジの上の写真は私もそう思いました。この場面がどういう場面なのかというこ

とが理解できないので、ぱっと見た時にこれで良いのかなっていうことで、差

し替えとか、他のもう少しコミュニケ―ションをとっているような場面があれ

ば良いのかなと思います。 

それから、「はぐくむ」というところで丹後学が出ています。３０の施策の２８

の芸術文化というところにも丹後学が出ていまして、丹後学って何っていう部

分があるのかなと思います。教育現場では小学生とかが丹後学っていうことで、

それぞれの町の特徴ある人物だとかをピックアップして、勉強していっている

と思うのですが、一般の人たちから見ると丹後学って何っていう部分があると

思うので、もう少しこういうことを勉強してますよということを伝えていただ

くと、大人も勉強になって、京丹後市にはこういう素晴らしいところがあるん

だ、京丹後ってこういう人がいるのだな、昔から歴史があってこうなのかなっ

ていうのをみんなが知って、さらに子どもたちが一緒に話すことによって丹後

ってこんな良いところがあるんだ、歴史的にこういうことがあるっていうこと

で更に郷土に愛着を持っていけるかなと思いますし、将来は丹後に帰って来て

盛り上げたいということになるのかなって思っていますので、もう少し丹後学

を知る機会があれば良いのかなと思いました。またそういうことも政策で企画

されると思いますので、子どもたちだけではなく、大人にも更に京丹後の良さ

を知らせていただけたらと思います。 

委 員： 今おっしゃっていたことや、「ささえる」とか「はぐくむ」ということにつな

がるかと思いますけど、どなたも日本人は田舎から都会に出て行った人は常に

故郷を懐かしむというところがあります。都会で働いて定年までいったおじい

さん、おばあさんだって若い６０過ぎぐらいの人であればまだ２０年ぐらい働

けますので、そういう人にも戻ってもらう。故郷の家が残ってる人も多いので、

そういう人が元気でやっていたら、おじいさんとおばあさんとお孫さんは非常

に相性が良いので、こちらの良さをお孫さんたちも感じていただいて、それで

またいろんな形で広がるんじゃないかと思います。少子高齢化、無子高齢化時

代になってますが、リタイアした、退職された人にも、もう少しこちらに戻っ

て来ていただく、故郷を懐かしみながら都会で寂しく死んでいくお年寄りはた

くさんいるわけですから、そうではなくこちらに来てもらって、ご活躍いただ

いて、一緒にお孫さんも連れて来ていただいてというような形の対策があって

も良いんじゃないかと思います。それがいろんな形でプラスにつながってくん

じゃないかということがありますので、考えていただきたいと思います。 

委 員： 前回もたくさん意見を言わせていただきまして、こうして本当に良いプロジ

ェクトが記載されていますし、皆さんから出ている意見のほかにはありません

が、電子黒板を活用した授業の様子という写真も載ってますが、私もこの前小

学校で機械金属を子どもたちに知っていただくための授業に参加させていただ

きまして、非常に僕たちの時代と比べて進んでいます。またタブレットの配布
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も検討していただいている中、先ほど委員からもありましたが、ＷiFi 環境の

方も、こうして京丹後型ワークスタイルという形で検討してもらっています。

私たちもこのコロナ禍の中で、Ｗebでの工場見学会や商談会もどんどん検討も

進めていますが、悲しいかなＷiFi 環境でいつもつまずいています。ぜひ整備

の方をよろしくお願いいたします。またＵターン、Ｉターンの中でも、地元の

企業に魅力を感じて地元で頑張っていただく方と、またＵターンで経験や知識

を蓄えてまた戻って来ていただけるような魅力ある京丹後市を一緒に創ってい

きたいなと思っております。 

委 員： 観光の方はＧｏ Ｔｏの関係もあって、海側はいつもより２、３倍の忙しさだ

というふうに聞いております。またこの第３波でどうなるのかなと思いますが、

山陰近畿自動車道の決起大会が１２月２０日にありますけれども、どんどん社

会基盤がつながってこちらへのアクセスが良くなってくることを願っています。 

この冊子については大変見やすいというのが一番初めの感想なんですけど、

それ以前の問題でＳＤＧｓについて先ほど言われたように、お年寄りの方でＳ

ＤＧｓが分からないということはあるかもしれませんけど、私はそれがもっと

前面に出て、この中にマークがついてるのが良いのかなと思います。その中で

５番のところだと思いますが、この会議でいつも名簿をいただいて不思議なこ

とが一つあって、その中に米印が付いているんですよね。この３０人の名簿が

あるんですけれども、一番下に女性が１５人って書いてあることがすごい不思

議だなって思います。女性をわざわざ分けて表記する必要があるのかなという

のがあります。男女関係なく１５人ずつをこの会議の中に配置していただいて

いるのは分かるんですけど、この表記はいらないような気がします。 

また、資料２の施策２９に幸福度指標を活用した施策点検というのがあるん

ですけども、アンケートを２０１５年に行ったということで、この間、青年会

議所の素晴らしい式典の中で、工藤先生の講演だけはしっかり見せていただい

て、自己肯定感の話が出たんですけれども、京丹後の子どもたちの自己肯定感

ってどうなんでしょうか。自然豊かな中で、多分高いのだろうとは思うのです

が、いろんな意味でＳＤＧｓも、教育も、それから企業も、日本の中でトップ

レベルを目指してほしいなという気持ちがあって、子どもが幸せで、障害のあ

る方も、それから外国の方たちも大勢ここに住んでいただいている状況の中で、

自己肯定感の高いみんなが住んでるところでありたいというのが感想でござ

います。 

会 長： 女性の印のところだけ事務局から説明いただけますでしょうか。 

事 務 局： 特に、今回の審議会については、女性の方にたくさん出ていただいて、そう

いった視点でもこの計画に反映していきたいという思いの中でスタートしてお

ります。そうした中で人数が分かりやすいように、最初付けたものがそのまま

残っておりまして、それ以上の意味はないというようなところです。 

会 長： もう印をつけなくても当たり前になったら良いなと思っております。 



11 

 

委 員： 前回にも議論があったと思うんですが、後は伝え方なのかなということで、

地区の常会でという意見もあったかと思います。それこそ高校なりそういうと

ころで説明なり議論があるだけでも、特に高校生の頃は疎外感というのか、ま

ちから取り残されているような自分だけの世界みたいなものがあるんですけど、

それがそういう説明を聞くだけでも自分がまちの一部であると、まちづくりに

関われるというような意識を持っているだけでも、自分自身の今後の生活や行

動にも影響してくるんじゃないかなというふうに思いました。 

もう一点、高校生のワークショップの中で、地域の祭りも大事だという意見

があったと思うんですけども、まさにその通りで、医療であったり、福祉であ

ったり、道路の整備であったり、そういうところももちろん大事なんですが、

まちのにぎわいづくりという部分で地域のお祭りもとても重要だと思います。

ただ各市民局への本庁からの予算が削られてきていて、なくなるかどうかの瀬

戸際にあるので、そういった意見が反映されるのであれば、早急にそういった

方向性に切り替えていただければ、少しまちのにぎわいづくりになるのかなと

思います。あと一点、とても見やすくなっているんですけど、やっぱり写真を

増やしていただいて、とても分かりやすくなっているんだということで、欲を

言えば全部に１枚あっても良いぐらいかなと思いますし、紙面の都合もありま

すので１ページに１枚あっても、もっと見やすくなるのではないかと個人的に

思いました。 

委 員： 今女性とか男性とかっていう話が出たんですけど、私も農業士会の女性農業

士としてここに参加させてもらっています。男性は指導農業士、女性は女性農

業士として府の農業士会があるんですけど、今年から女性というのを省いて、

指導とか女性とか分けずに一括した名前にしようという話をしているので、や

っぱり女性と男性っていうのを分けないでやっていくのはとても良いなと思い

ました。冊子はすごくよくできていて何も言うことはないのですが、空家とか

がうまく回ってくれたら良いなと思います。うちの家の横は住まなくなって、

もう崩壊状態で、木は生えるし、みすぼらしい状態になっていて、それがあち

こちにできると、道路縁ではないにしても、やっぱり通る人が見たらすごくさ

びれたような感じになっているので、市の方で調査をされているので把握され

てるかと思いますが、なかなか人に貸すっていうのはできないですけど、やっ

ぱり住まないと家は駄目になっていくので、そういうのをうまく活用できれば

と思います。 

委 員： 資料はきれいにできていて言うことは無いかと思います。これをどうやって

市民の方に伝えていくかというのが大事かなと思いますので、先の話になりま

すが、例えば、３０の施策を進めていく中で、こういうことができたというこ

とを防災無線などで情報を開示してもらえれば、市民の方も一緒にやっていけ

るのかなと思います。立場上、働く人たちの労働条件ということをお願いした

いところですが、資料の中でそれを追記するようなところはないかと思います
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ので、これで進めてもらえればと思います。 

会 長： 計画については今一通りご意見をいただきましたので、再度追加なり修正な

りする必要があるのかなと思います。大幅な修正は無理なので、エッセンスは

入れるようなことを考えていけたらなと思いますが、修正するところは会長、

副会長と事務局で調整をさせていただけたらなと思います。皆様よろしいでし

ょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。それではここで休憩を取らせていただきたいと思い

ます。３時３５分ぐらいから再開します。 

 

～ 休憩 ～ 

 

会 長： それでは再開します。休憩中に答申の案を配っていただきましたが、引き続

き計画についてご意見がありましたらお願いします。 

副 会 長： この４つの重点プロジェクトとまちづくり３０の施策はつながっていく話だ

と思うんですけども、この４つの重点プロジェクトを見ている限りでスポーツ

が出てこないなって思って見ていました。スポーツに関しては、前回までも、

野球の話ですとか何回か出てきていたと思うんですね。且つ、スポーツ観光と

いうのが施策の方では打ち出されていたり、スポーツの都と書いてあったり、

施策番号で言うと、４とか８とか２０とか２７あたりですね。結構スポーツに

絡むようなものがいろいろ出てきているんですけど、そういう観点では大事な

ことじゃないのかなと思っていまして、二季型観光になっているものを通年型

観光にしていくという観点でもスポーツにかかる期待は大きいんでしょうし、

それから青少年の健全育成、あるいは健康をつくっていく、そういう意味でも

良いんでしょうし、もちろん人づくりという観点では最後の「つなぐ」に入っ

ても良いんでしょうし、何か結構大きな観点な気がしていて、意図的なものが

ないのであれば、目立つものなのでどこかに入れたほうが良いのではないかと

いうのが一点です。 

事 務 局： 意図的に落としたということではなく、むしろ重要なことだという認識です。

観光とつなげるというようなところで、盛り込む必要があると思います。 

副 会 長： ありがとうございます。２点目は些細なことですけど、重点プロジェクトの

１３ページ「子育て環境の充実」というところなんですが、「こどもを中心にし

たまちづくり」という言葉が出てきます。この表現が分かるようで分からない

なと思っておりまして、高齢の方もすごく多いまちになっていて、そのことは

ものすごく大事に、この冊子にも施策の方にも書いてあるんですね。子どもの

方に関しては、子育て環境日本一を目指して行くんだ、子育て環境をとにかく

充実させていくんだっていうことが一番言いたいんだと思うんですね。そうで

あれば、これは「子育て環境日本一を目指したまちづくり」とかはっきりと宣
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言することで、１４ページの方にいっても百才活力社会づくりですとか、高齢

者の方を大事にしていくこととの並列が自然な形に見えるかなと思いました。

これは書きぶりの問題です。 

３点目なんですけど、「つなぐ」のところなので１７ページ以降ということに

なります。ここは随分いろいろ申し上げてきてだいぶ良くなったんですけども、

やはり依然として（１）と（２）と（３）と（４）と（５）の書き方が何とな

くばらばらのものが集まっている印象がどこか拭えないんですね。大きく変え

てくださいっていう意味ではなくて、文言的にここに入っている意味が分かる

ような書き方になっても良いんじゃないかなと思います。書き方がバラバラな

ので一貫性がなく見えてしまうのかなと思いますので、例えば（１）のところ

が、「歴史と文化をつなぐ誇りあるまちづくり」、（２）が「自然環境を未来へつ

なぐ美しいまちづくり」、（３）が「人と人をつなぐ創造的なまちづくり」、４つ

目のところが「空間をつなぐ活力あるまちづくり」、（５）は「地球と地域をつ

なぐまちづくり」とか、例えばそんな言い方で揃えておくと見慣れてくるかな

と思っていて、文言として少し工夫したらどうかということを申し上げたかっ

たということです。 

これで終わりなんですが、１８ページのところであと一言だけ付け加えます

と、（３）のところで、これが人と人が繋がっていくところを表すんだと思いま

すけど、施策３０の中身を見ていましたらＮＰＯ活動のことですとか、自主的

な市民活動が生まれてきていると書いてあります。そういうことってすごい大

事だと思うので、そうした市民の活動もちゃんと増加していて、引き続きこう

したことが増えていくようにとか、何か一言、ＮＰＯや市民活動の活性化が進

んできてる現状をもっと後押ししていった方が良いという提言みたいなものが

入ればと思いました。 

会 長： 今のご意見も含めて、頂戴したご意見を調整して計画をまとめていただきた

いと思います。 

 

 

■議題３ 答申書（案）について 

会 長： それでは、次の議事に移らせていただきます。（３）の答申書（案）について

の説明をお願いします。 

事 務 局： （資料３に基づき説明） 

会 長： 一点よろしいでしょうか。２ページの最初のところなんですが、「従来のよう

に計画の冊子を作成して配布するだけではなくて」というところですが、「従来

のように」っていうのが少し喧嘩腰みたいな、これまでがそうだったみたいな

ふうに読めるので、なくても良いかなと思っています。どうでしょうか。きれ

いにまとめていただいてますので、文言のあたりかなとも思うのですがいかが

でしょうか。 
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委 員： これを読んで４つ重点プロジェクトの方で抜けているのかなって思ったのが、

３ページの下から２番目の建設業の人手不足の深刻化によりっていう文章のこ

とに関しては、この項目に触れる重点プロジェクトの部分っていうのが１５ペ

ージ（５）の生活・命を守る計画的な基盤整備にかかっていると思うんですけ

ど、それ以外のところで特に触れていないところが答申としてあるような感覚

になりました。これは意見が出たから書いてあるだけみたいなんですが、人手

不足の深刻化を解消するための具体的な策みたいなものが、重点プロジェクト

には載ってないような気がしたんですが。 

事 務 局： ここの部分については、人手不足の話でいくと観光だったり、介護であった

り、いろんな部分での人手不足があると思います。ここでいただいたご意見は、

建設業界のそういった状況の中で、実際災害が起きた時に、やはりこの業界が

しっかりしていないと、災害対応の中心的な部分を担っていただくところもあ

るので、その辺りで市役所との連携、関係性をより強く築いていく必要がある

のではないかということで、１５ページの「災害応援協定締結団体等との連携」

というところに思いを込めているんですけれども、そういった災害対応の部分

で建設業協会さんとの連携を強めていくというふうな意味合いで盛り込んでい

るものでございます。 

委 員： ありがとうございます。消防団のことがこの写真の補足のところで言葉にな

ってるのかなと思うんですけど、消防団の存在ってまちの中で大きいと感じて

いて、（５）の中に消防団の活動について触れる言葉があっても良いのかなと感

じました。あと個人的な要望なのでこれに載せてほしいっていうことではない

んですけど、今の消防団のあり方みたいなもので、必ず操法に参加する人しか

入団しないような雰囲気になっているんですけど、操法の練習に仕事の都合で

関われない人も、消火活動ができる能力を持ったライトなタイプの消防団の形

っていうのも今後つくってほしいなと個人的に感じていて、そういう意味合い

も含めて、この１５ページの（５）のところが市民全員が消防だったり、災害

に備えるっていうような意味合いの文言が入ってほしいなと思いました。 

会 長： ありがとうございました。１１月３０日に答申を予定しておりますので、誤

字のところとか、少し削除お願いしたところも含めまして、こちらにつきまし

ても事務局と内容を調整させていただいて、会長、副会長でまとめをさせてい

ただきたいなと思っております。 

アドバイザー： ４回に渡りまして熱心にご議論いただきまして、お疲れ様でございました。

皆さんの意見が取り入れられて、この４つの重点プロジェクトが良いものにで

きあがったというふうに思います。ここから答申を経て、このプロジェクトと

３０の施策が基本計画として４年間の京丹後市の政策のマスタープランになっ

ていくわけですので、本当に皆様方の意見が反映されたものだというふうに思

っていただいて、これからまた違った目線で京丹後市政のほうを見ていただい

たら良いのかなと思いました。皆さんお疲れ様でございました。 
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答申の中で少し気になった点がございまして、２ページ目の（１）計画の推

進にあたってのところの一番下の４つ目のところなんですが、「過疎化、東京一

極集中が進む中で自立的な地域をつくっていくことが必要である」ということ

ですけど、ここに書いてあるって言うのは、これまでの４回で出た意見の集約

だったと思うんですけども、自立的な地域をつくっていくというその意味につ

いては、事務局の方が皆さんから出された意見を取りまとめてこんなことかな

というふうに書かれたのかなって思うんですけども、これで良いのかどうか、

少し抽象的だなと思ったのでどういう意図なのかご説明いただけたらありがた

いなと思います。 

事 務 局： 第３回の審議会の中で、委員から、さまざまな規制がある中で、取組を進め

ていくというのがなかなか難しい状況もあるということで、従来の考え方も大

きく変革をしながら、場合によっては特区制度の活用も含め、国や京都府とも

連携を図りながらだと思いますけれども、本市の特徴を十分に活かした政策を

進めていただきたいというような意見がございましたので、そういった趣旨を

踏まえて記載しているものでございます。 

アドバイザー： ということであれば連携するとかそういう言葉を入れていただいたらどうか

と思います。よろしくお願いします。 

会 長： ありがとうございました。他にご意見などございませんでしょうか。ないよ

うでしたら本日いただきましたご意見も踏まえまして、事務局と内容を調整の

うえ、答申をさせていただきたいと思います。最終の確認につきましては会長、

副会長に一任をいただきたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 

      （異議なしの声） 

ありがとうございます。先ほども申しましたが、答申につきましては１１月

３０日月曜日に予定をしております。本来でしたら委員の皆様にもご出席をい

ただきたいところではございますが、会長と副会長が代表して答申を行いたい

と思いますのでご了承いただきますようお願いいたします。それでは本日の全

ての議事を終了しましたので、進行を事務局へお返しします。ありがとうござ

いました。 

事 務 局： 味田会長、ありがとうござました。また、委員、アドバイザーの皆様におか

れましては、活発なご審議をいただき、誠にありがとうございました。基本計

画案及び答申書案につきましては、本日いただきました意見も踏まえまして、

内容を精査させていただきます。 

最後に「その他」ということで、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： それでは今後の予定についてご説明したいと思います。先ほど会長からもあ

りましたように、審議会の答申を１１月３０日月曜日に予定をしております。

またその後の予定ですが、パブリックコメントを１２月初旬から開始したいと

思います。その後、議会への上程を 1月の中旬に行っていきたいということで、
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日程調整を行っているところでございます。加えて、この審議会につきまして

は、本日４回目で第５回目を１月下旬に行っていきたいと考えており、日程は

後日調整をさせていただきたいと思います。内容はこの審議会が始まるにあた

ってお伝えした通り、総合戦略と人口ビジョンについてのご審議をお世話にな

りたいと考えておりますので、引き続き、よろしくお願い申し上げます。事務

局からは以上でございます。 

事 務 局： スケジュールの関係で何かご質問等ございますでしょうか。 

委 員： もう少し始まりの時間と終わりの時間を繰り上げていただけるとありがたい

なと思っています。仕事のこともありますし、夕方あまり暗くならないうちに

帰りたいと思っておりますがいかがでしょうか。 

事 務 局： 高校生の方もご参加いただいている中ですが、皆さんの状況も確認をしなが

ら、できるだけ調整をさせていただきたいと思います。 

事 務 局： それでは閉会にあたりまして小林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： 皆さんお疲れ様でした。いつも言いたい放題言わせてもらってありがとうご

ざいます。いろんなジャンルの方が思いを持って集まられて、その中で発言し

たことも聞いてくれるっていう空気感があることで、ありのまま私も話せてい

ますし、皆さんも話せているのかなと感じています。本当にここに参加するこ

とによっていろんな職種の方、それぞれの年代の話が聞けるということがここ

に参加する意義なのかなと感じていますし、今回答申されるっていうことで、

家庭も含めていろんな人に伝えていくためのスタートラインなのかなとも思っ

ています。１月もあるとのことなので、またウキウキした気持ちで皆さんと１

月にお会いできたら良いなと思っています。今日はお疲れ様でした。ありがと

うございました 

事 務 局： 以上をもちまして令和２年度第４回の京丹後市総合計画審議会を終了させて

いただきます。皆様には４回にわたり、活発かつ慎重にご審議をいただきまし

たこと、厚くお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。

ご苦労様でした。 

 


