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令和３年度第１回京丹後市総合計画審議会 会議録 

 

 

１ 開催日時  令和４年３月１８日（金）午後３時 ～ 午後４時４０分 

 

２ 開催場所  京丹後市役所峰山庁舎２階２０５会議室 

 

３ 出 席 者  ＜審議会委員＞ 

中村 俊彦委員、田中 智子委員、山﨑 高雄委員、田茂井 勇人委員、瀬古 敬

委員、小谷 順一委員、古野 さつき委員、上田 美知子委員、森本 賢一郎

委員、梅田 豊子委員、吉岡 高博委員、大幡 惠子委員、味田 佳子委員、山本 

優子委員、中邑 貴行委員、小林 朝子委員、宮川 優委員、川﨑 哲裕委員、

糸井 ゆかり委員、山中 莉彩委員 

＜アドバイザー＞ 

稲岡 克彦アドバイザー 

＜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 主

任 北尻 光 

欠 席 者  中谷 真憲委員、岡田 政行委員、上羽 千秋委員、廣瀬 正貴委員、平野 佐世

子委員、小倉 麗子委員、森口 茂樹委員、藤井 美枝子委員、奥田 幸子委員、

俣野 裕哉委員、水嶋 式行アドバイザー 

（以上委員１０名、アドバイザー１名） 

 

４ 次 第 

（1）開会 

（2）委員委嘱 

（3）市長あいさつ 

（4）委員紹介 

（5）会長及び副会長の選任 

（6）会長あいさつ 

（7）議題 

ア 総合計画及び総合戦略の進捗状況について 

イ 京丹後市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの改訂について 

（8）次回の審議会日程について 

（9）閉会 

 

５ 公開又は非公開の別  公開  

 

６ 傍 聴 人  ２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。ただ今から令和３年度第１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、第１回京丹

後市総合計画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。私

は、当審議会の事務局を担当しております市長公室長の川口と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

■委員委嘱 

事 務 局： 最初に委員の委嘱についてでございます。配布しております、京丹後市総合

計画審議会委員名簿をご覧いただきたいと思います。名簿の通り３０名の委員

の皆様と当審議会に助言等を行っていただく２名のアドバイザーに本審議会の

構成員としてお世話になります。本来でしたらお一人ずつに委嘱状を交付させ

ていただくべきところでございますが、時間の都合上、席次表にて代えさせて

いただきたいと存じますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

また本日の会議につきましては、１０名の委員から欠席のご連絡を受けてお

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。 

 

 

■市長あいさつ 

事 務 局： それでは、開会にあたりまして、中山市長よりご挨拶申し上げます。 

市 長： 皆様、こんにちは。ご紹介いただきました中山でございます。今日は本市の

まちづくりの大きな指針でございます、総合計画の審議会ということで、お忙

しい中、またコロナの蔓延防止が明日で解除ということですが、まだまだ対策

が必要な中で、こうしてご出席を賜りました。本当にありがとうございます。 

まず、この総合計画については、一昨年に皆様に精力的にご審議いただきま

して、１０年間の総合計画の最後の４年間の在り方についてどうしていくのか

ということでご審議いただきまして、基本計画において「かせぐ」「はぐくむ」

「ささえる」「つなぐ」という大きな４つの重点プロジェクトを打ち出してい

ただく中で、１年前の２月に議会の承認をいただいて、以来、この計画を柱に

してまちづくりを進めているところでございます。 

今日はその総合計画の進捗状況についてご報告をさせていただくということ

が一つと、もう一点は人口ビジョンですね。これは政府の地方創生の中で、総

合戦略、それから、人口ビジョンを定めるということがありまして、平成２７

年だと思いますが、本市が全国の自治体に先駆けて、これは都道府県、さらに

は市町村１，７００あるわけですが、日本で一番最初に人口ビジョン、総合戦

略を定めさせていただいたのですが、この人口ビジョンについて、見直しのご
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審議の端緒をお願いしたいということで、今日は予定をしているところでござ

います。 

特にこの人口ビジョンにつきましては、当時の思いを少しお話させていただ

きたいと思うのですが、申し上げましたように地方創生が始まって、国の法律

が２６年の年末にできて、そして我々がこの人口ビジョンを出したのは、２７

年３月の最初の頃だったのですが、政府が法律をつくり上げる過程の中で官邸

に足しげく通っておりまして、その中で国のプロジェクトも柱にしながら、当

時の京丹後市の総合戦略、さらには人口ビジョンを定めたら良いのではないか

という方向性を官邸の関係者と共有をさせていただいて、そして具体的な事柄

も進めながら、「君のところは一番最初に手を挙げていただいて良いのではな

いか」という話をやり取りの中で非公式にさせていただきながら、そういった

ことを受けて議会にも素案の段階でお諮りをさせていただき、そして２月に発

表させていただきました。 

当時は２０１０年国勢調査の５９，０００人をベースに５０年後の２０６０

年の姿はどうなのだということをお示しさせていただいたと思っておりますが、

そんな中で２０６０年は７５，０００人を目指していこうということで、出さ

せていただいておりました。これはしっかりと様々な論拠を立てながら、５０

年なので、色々な仮定を置きながら積み上げた結果が７５，０００人というこ

とで、２０３５年ぐらいまではずっと減っていきます。２０３０年で底を打っ

て、２０３５年以降プラスに転じていくという曲線を描いて出させていただき

ました。詳細は事務局の方から説明するので、省略させていただきますが、考

え方として、日本全体の人口は減っていくという状況がある中で、どうしてい

くのかということが大きな地方創生の問題意識ですが、そういった意味で日本

全体の自然減は避けられないにしても、各地、地方においても、もちろん自然

増減の在り方も違うし、同時に決定的に違うのは、社会増減というのがある。

これは自然増減とは別途、様々な社会活動、経済活動によって大きく違ってく

る。同時に小さい自治体であればあるほど、同じ数の社会増減が全体的なパー

センテージに与える影響は大きいのです。１００万人のまちが１万人動く率と、

１０万人のまち、１万人のまち、ましてや１，０００人のまちが１万人になる

のは人口が１０倍ですので、そういった意味でまちが小さくなればなるほど頑

張って大勢の人が来れば立て直せるという問題意識で、自然増も頑張るのです

が、社会増を頑張っていこう、これが我々の大きな大切なこれからのまちづく

りのテーマとなっています。５０年先となれば、当然、道路もしっかりとでき

てくる。そのことが社会活動、経済活動に与える影響も違う。もちろんデジタ

ル化も進んでくる。その間に様々な環境整備をすることで、明治以来、日本海

側が遅れてきた、その象徴であるような京都北部の現状を、環境を変えること

によって社会増減を戻すことができるという思いを持ちながら、具体的な施策

を背景にして、２０３０年、３５年あたりまでは効果が出てこないかもしれま
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せんが、それ以降は環境整備によって少しずつ、何パーセントずつというのも、

当時の全国の都市近郊の地方都市の５年間の増減率を天井にしながら、少なく

ともその範囲でということで、そういった社会増減の率を仮定しながら計算を

して、そしてちょうどその当時から４５年前の昭和４５年は７５，０００人く

らいの人口なのですが、その辺りの人口まで戻していこうということで、当時

は日本初ですので、結果として言えば、人口ビジョンで増を出している自治体

はほとんどないわけですが、とにかく社会増を頑張っていこうということをや

りながら、自然増も頑張るのですが、そういった思いで、積み上げて７５，０

００という数字を出させていただきました。 

当然、国サイドともこういった数字で出しますよということは事前に共有を

して出させていただいたのですが、その後、ご批判も全国的にいただくことも

ありました。ただ、ご批判についても、これは公式な場ですね、講演会とか研

修会とか学会とか、一番最初に出したので説明しろと呼ばれるのですが、呼ば

れてきちっと説明したら、その場では一切批判は聞かないです。なので、直接

批判をいただいていた方にも直接アポを取って面会したり、それは新聞社の方

だったり、説明をしっかりするのですが、聞いていただいた後にご批判は一切

受けておりません。そういった意味で、理屈を持ちながら出させていただいた

７５，０００人だということを申し上げたいということですが、そんな人口ビ

ジョンでありました。 

今日はそれから７年経って、ベースとする数字が違ってきております。当時

は国調をベースに平成２６年の段階で精査をしたのですが、今回は昨年１１月

に２０２０年の国調、実際の数字が出てまいりましたので、確定値を踏まえて、

どう考えるのかという違いが一つございます。それからもう一点大きな違いは、

当時申し上げましたように、日本で都道府県も超えて、一番早く出したもので

すから、法律上のたて付けは、「都道府県の計画が先にあれば、都道府県の計

画を参考参酌して、市町の計画をつくりなさい」とするものです。そういう法

律になっているのですが、当時は都道府県より先に出しておりますので、自分

たちの考えでつくったということですが、今は当然京都府の計画があります。

京都府の北部全体でこれくらいという計画がある中で、それを参酌するという

ことが法律的なたて付けなので、そこをしっかりと参酌してやらなければなら

ないと思っております。大きな時点として後ろが２０６０年ということは変わ

らないのですが、始期、始めの時点が２０１０年から２０２０年に１０年ずれ

て、直近の確定値を持たせていただいたということ。もう一つは都道府県の計

画がありますので、そことの調和を図っていくということ、これが大きく要請

されているということでございます。 

その前提で事務局からご説明をさせていただきますし、同時に大切なのは、

最初の気持ち、自然増も頑張る、自然増もたぶん目標以上に行っていると思い

ます。それは数字としてお示しさせていただいております。あとは社会増もこ



5 

 

れは頑張っていく。７年前よりも時点が１０年間ずれているという意味で、ず

れによる全体の数字での下方修正の影響もありますが、思いとしては社会増は

とにかく頑張っていく、これを京丹後として忘れてはいけないと思っておりま

す。日本全体は自然減がある中で１億人を目指して頑張ろうというのが政府だ

と思いますが、もちろん我々も自然増で頑張る、そのための環境整備をやって

いくということなのですが、それと連動して社会増をどう図っていくのかとい

うことについては、豊かさということのありようというのは日本全体で１億３

千万から１億人になるときに、それくらいコンパクトになったとしても、活力、

豊かさは頑張って持っていこうというのが、日本の在り方だと思いますが、我々

も同じような思いで、そのためには人口で言うと一番裾野にある我々のような

ところが、地方各地が精一杯社会増を頑張るのだという取組をしっかりと重ね

ることで、その積み上げとして、人口の頂きも、日本全国の頂きも高くなって

いくのだということだと思っております。決して人口のとり合いをするという

ことではなくて、良い意味の競い合い、社会環境の競い合いをすることが、結

果として日本全体の活力を高めていくことにつながるという思いで、我々社会

増も適切な形で精一杯頑張ってやっていくという思いを持ちながら、それを適

切な数字に置き換えて、積み上げたら結果何人、そして京都府との調和も合わ

せて、そういった考えですね。事務局も精一杯考えていただきましたので、そ

れぞれの皆様からの精力的なご審議を、将来世代に、５０年後も今まだ生まれ

ていない我々の地域の大切な子どもたち、また、地域外から来てくださる大切

な京丹後の後継者の皆様に誇らしいまちづくりをつなげていくことができるの

かという思いで、真摯なご議論を賜ればと思っております。人口ビジョンにつ

いてはそういったことですし、また色々なことで活発なご議論を賜ればと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

■委員紹介 

事 務 局： ありがとうございました。中山市長につきましては、ここで退席をさせてい

ただきたいと思います。続きまして、本日ご出席いただいております委員の皆

様につきまして、事務局よりご紹介させていただきたいと思います。名簿の順

番に所属とお名前をこちらで読み上げますので、恐れ入りますがご起立の上、

一礼をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

       （委員、アドバイザー紹介） 

 

委員の皆様、アドバイザーの皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

また、本日は事務局としまして、政策企画課の職員が同席させていただいて

おります。 
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■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、本日の資料を事前

に送付させていただき、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。 

全ての資料についてこれから順番に確認をさせていただきます。ない資料が

ある方は、挙手にて事務局へお知らせください。なお、本日差し替えをさせて

いただく資料として、委員名簿、席次表、資料２の３種類を席上に配布してお

りますのでご確認ください。 

 

（配布資料の確認） 

 

 

■会長及び副会長の選任 

事 務 局： それではお手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。 

       まず、「会長及び副会長の選任について」でありますが、選任の方法につきま

しては、審議会条例第５条により、委員の互選によりお決めいただくことにな

っておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

      （事務局一任の声） 

 

ありがとうございます。それでは、事務局からご提案させていただきます。

はじめに、会長につきましては、特定非営利活動法人 エコネット丹後 事務局

長の味田様にお願いしたいと存じますが、皆様いかがでしょうか。 

 

      （異議なしの声） 

 

       ありがとうございます。それでは会長は味田委員にお世話になりたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

       次に、副会長でございます。副会長につきましては、４名お世話になりたい

と考えております。学校法人京都産業大学法学部教授の中谷様、丹後織物工業

組合理事長の田茂井様、丹後暮らし探求舎移住相談員の小林様、京都府立丹後

緑風高等学校企画経営課の山中様に副会長をお願いしたいと思います。皆様い

かがでしょうか。 

 

      （異議なしの声） 

 

ありがとうございます。それでは、副会長は中谷様、田茂井様、小林様、山

中様にお世話になりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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■会長あいさつ 

事 務 局： それでは、京丹後市総合計画審議会条例第６条第２項の規定によりまして、

会議の議長を味田会長にお世話になりたいと存じますので、味田会長は正面の

会長席に移動をお願いいたします。また、田茂井副会長、小林副会長におかれ

ましても、正面の副会長席に移動をお願いいたします。 

       それでは、ここで味田会長からご挨拶をいただきたいと思います。 

会 長： 本日は本当に年度末でお忙しい中、そしてこのような足元の悪い中、お集り

いただきましてありがとうございます。また本日の会議に至るまで、直前の日

程変更等ありまして、大変ご迷惑をお掛けしました。今日は終わりの時間も気

になるところでありますが、皆様、必ず一言ご意見をいただきたいと思ってお

りますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

事 務 局： ありがとうございました。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。 

 

 

■会議録確認者の指名 

会 長： はい。それでは京丹後市総合計画審議会条例に基づき、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させていただきます。「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、丹後地区森林組合の中村委員と京丹後市 PTA 協議会の古

野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 総合計画及び総合戦略の進捗状況について 

会 長： それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。（1）総合計画及び総

合戦略の進捗状況につきまして、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： はい。ありがとうございました。ただいま２つの計画の進捗状況と取組状況

についてご報告をいただきました。この後、皆様お一人ずつからご意見を頂戴

したいと思いますが、最初にご質問、ここが分からないので、説明してほしい

というところがございましたら、先にお受けいたします。いかがでしょうか。

オンラインでご参加の委員の皆様もいかがでしょうか。特にご質問等ないよう

でしたら、お一人ずつご意見を頂戴したいと思います。どなたからでも結構で

す。いかがでしょうか。 

委 員： 昨日入ってきた情報で、京丹後市長が顧問を務める全国青年市長会が、ウク
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ライナの避難民を受け入れますということで政府にも伝えたという情報が入っ

てきて、すごく良いことだなと思っていたのですが、先日１６日に東北で地震

が発生したということもあって、この二つのことで思ったのが、受け入れると

いうこと、移住ということで、今南海トラフが４０年以内に９０％の確率で発

生すると言われているので、おそらく太平洋側の人たちがすごく危機感を持た

れている中で、では４０年の間にどこかに避難しようか、また地震が発生した

後で避難せざるを得ないという時に、受け入れということがあると思うのです。

そういった中で、京丹後市も手を挙げるだろうと思うのですが、たくさん自治

体が手を挙げる中で、皆様が京丹後市を選んでくださるのだろうかと思った時

に、どうかなと思ったのです。やはり京丹後の魅力も知っていただかないと、

ということもありますし、観光客に対して発信する魅力と移住者に対して発信

する魅力はやはり違うと感じたりもしますし、私も宮津市民なので、京丹後市

に住むとなると介護保険はどうだろうとか、水道代はどうだろうと思ったり、

生活に密着したことを考えたりするのですが、市長が変わると全部変わってく

るのですよね。だから京丹後市でこれは何年経ってもゆるぎないよという魅力

をもっともっと前面に出していくべきではないかなと思います。 

その中で、やはりゆるぎないものというと自然、人かなと思う中で、今見さ

せていただいていた７ページのところで新規就農者の確保とつくり育てる漁業

というのがあるのですが、一次産業は、農業と漁業ともう一つありますよね。

林業ですよね。林業がなぜここに入っていないのかなというのが、一次産業が

とても大切な部分だと思うのですが、林業も何かここに入りこめるような余地

がないのかなと。やはりゆるぎないものということで、自然をもっともっと PR

するような形も必要かなと思いました。 

事 務 局： ありがとうございます。今一つの大きな魅力として、７ページのご紹介の中

で林業のお話をいただきました。お配りをしております、参考資料１の中の３

ページに林業労働者という指標を持っておりまして、到達率等の評価もさせて

いただいているところです。資料の中になぜないのかということもあったかと

思いますが、限られたスペースの中で主だったことということで、本来でした

ら、全部この中に埋め込んでいって、皆様にご紹介させていただくべきだと思

いますが、色々な説明や資料の関係で少し概要として掲載させていただいたと

いうことでご了解をいただければと思います。 

委 員： ありがとうございます。林業労働者のところはやはり少ないなというのが気

になる部分ではありますので。 

委 員： どの業界においても後継者不足、高齢になっていく中で上の人から抜けてい

く、新しい人がなかなか入ってこないという中で、現状が少ないという状況な

のですが、色々な取組がある中でもう少し活発にしていきたいなと思っており

ます。 

委 員： 意見というか質問なのですが、８ページの７番の移住定住の促進ということ
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で、令和２年度の実績が１５１ということになっているのですが、これは追跡

みたいな感じで、来たけど出ていったとかゆう数字も分かるのですか。どうい

った仕事をされていてここに来たとか色々あると思うのですが、その辺の移住

者の方の動向をお聞かせいただければと思います。 

事 務 局： 移住者のカウントの仕方ということでございますが、すべての転入者の方を

ここの数字に含めているのではなくて、移住支援相談等の市の事業を通じてこ

ちらにお越しになられた方というのをカウントしておりまして、それ以外にも

例えば、単身でお仕事で来られている方もおられるかもしれませんし、それ以

外の色々な諸事情で京丹後市にお越しになられている方もおられるかもしれま

せんし、そういったカウントの仕方ということでございます。 

トレンドとしましては、先ほど少し触れましたが、相談件数については、移住

者も含めて徐々に増えてきているという状況でございます。尚且つ、割と海を

好んでお住まいを探されている方ですとか、中には山を好んで来られる方もお

られますが、海辺の方が多いのかなと思っておりますし、職をお持ちの上で京

丹後市にしっかり腰を据えて、例えば京都市内の方からこちらに来られて業を

営んでおられるという方もおられます。一つの事例ですが、そういったトレン

ドの中で徐々にですが増えてきているのかなと考えております。 

委 員： 先ほどの委員の話と共通するところがあるのかもしれないのですが、その辺

の所を分析していきますと、「何で京丹後市を選んだのか」というのが結構見え

てくるものなのかなと。そこをもう少し膨らませていくような施策を集中して

やっていけば効果も大きいのかなと思いました。 

委 員： たぶんこの実績は丹後暮らし探求舎で対応した人もカウントされているのか

なと思います。先ほど事務局からありましたように、手に職を持っている方か

らの相談は結構あるのかなと思っております。ここをわざわざ選んでくる方の

特徴、わざわざ丹後暮らし探求舎に相談して移住して来る方は、すごく急ぎで

とにかくどこにでも相談したいという方もいなくはないのですが、比較的１年

とか２年かけて、「地域はどんな雰囲気なのだろうか」とか、「コミュニティに

うまく入れなくて、またどこかに行かないといけないということを回避したい」

という相談は結構あるのかなと思います。移住を考え始めて、海側だからとい

うことで、初めて京丹後に足を踏み入れる方も多いのですが、一番多いのは、

幼少期だったり、友達とかと観光に来たとか、遊びに来たとかで、良い思い出

が残っている方が何か暮らしを良い方向に変えたいと思ったときに、京丹後に

移住したいというふうに相談に来られる方が多いです。最近、相談が成就しな

いケースがあるのですが、住みたい気持ちがあるのに、家が見つからないとい

うことも結構あって、京丹後市のご近所にも空家が結構あるのかなと思うので

すが、その家を貸すということだったり、売るということ、あとは欲を出さず

に低額で譲るということへの考えのシフトができていなくて、「不動産は財産だ」

みたいな形で、どんどんボロボロになっているのに、手元を離さないことによ
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ってそこを活かして住みたいという方が来れていない状況がちょっと起こりつ

つあるなと。それってお仏壇があるからとか、先祖の人に申し訳ないからとか、

地域を守りたいという大切な気持ちもあるのかなと思うのですが、廃墟になっ

ていく方が先祖に申し訳ないと思うので、この地域で暮らしたいという思いが

ある人につなげるようなまちの雰囲気になっていったら良いなと思っていて、

１個空家が出れば良いのではなくて、その住まいを決めるために大抵１０件と

か見たりする中で、今は２～３件見てしょうがなく決めているというのが発生

しているので、価格だったり場所だったり、自分に合わせる形で選べる物件が

もっと出てくると、たぶんここの数字がもっと伸びてくると思います。 

会 長： はい。ありがとうございました。なかなか数字だけでは分からないところも

あるのかなと思うのですが、その辺りのもう少し細かい数字は事務局が持って

おられるということですね。 

事 務 局： はい。色々な移住者の意向だとか状況は一定掴んでおりますが、先ほどおっ

しゃったように追跡をずっとしていくかとか、そういったところまではなかなか

追い切れていない現状がございます。 

委 員： どうもありがとうございます。色々な取り組みをしておられて、非常に感銘

を受けているのですが、資料２の１１ページにありますように、人口を増やす

手立てを考えておられて、非常に印象的でございまして、京丹後市がどんどん

ダメになるのではないかなと漠然と考えておりましたが、ある程度目標を達成

しているわけですので、非常に有難い資料だと感銘を受けております。思い切

った色々な施策をまだまだ考える余地があるのではないかということを思いま

す。 

例えば、こんなことを言うと非常にビックリされるかもしれませんが、私の

個人的な見解、意見ですが、原子力の問題ですね。経産省から核廃棄物処理地

域として適切な地域の地図が出ておりましたが、京丹後市も入っていましたの

で、そういったこともみんなでよく議論して、危ない危ないばかりではなくて、

やはりエネルギーのところは抑えていかないといけないですし、技術もどんど

ん発達しているみたいですので。 

海のごみも見ていると、ロシアや北朝鮮からも流れてきて、中国からも流れ

てきて、注射針が入っていたりして、琴引浜の砂の中に入っていたら大変だな

ということと、漁業もお考えになっていると思いますが、小さくなったプラご

みを魚が食べて、その小さな魚をちょっと大きな魚が食べて、それがどれだけ

安全に漁業ができるのかということをもう少し検討しないといけない。プラご

みについて非常に広範囲に勉強した学者が琴引浜の会館におられますが、そう

いったことも考えて良い漁業を推進していただきたい。 

それからもう少し地域に応じた産業振興を図る、原子炉の話は９割方反対す

る人がおられますが、議論をして良いものは採用して活かしていく。みんな嫌

がっていますので、やれることはやって、全国的に貢献していく、必要な援助
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はしっかりといただく、地域の発展を考えて。反対のものが圧倒的に多いので

すが、私は選挙とは関係なく、この地域の発展を願うものとして、念頭におい

ていただきたいと思います。 

子どもの教育ももう少し余地があるのではないかと思います。ここには小中

一貫校というものがありますが、現在の教育事情から考えると中高一貫の方が

非常に有利に働くような受験体制だと思いますのでご検討いただければと思い

ます。 

委 員： 委員から丹後に住みたいかというご意見がありましたが、僕は丹後に育って、

海や山や自然から得たもの、育てられたものがあるから丹後で暮らしたい。本

当に他所から京丹後に来たいとなった時に、自分の部落は限界集落で、７０歳

になっても、村の役員をずっとしないといけない。そして若い子たちは６５歳

になっても年金をもらえないので、仕事をしていかないといけない。そんな現

実の中で他所からこの地域に移住して生活ができるのかというと、できないと

思います。自分の子どもが竹野で住んでいけるのか、ちょっと無理ではないか。

本当に先ほど言われましたように京丹後は夢もあって何もあって、本当に基本

的なものを見直していかないと、人口増は難しいと思っております。厳しいこ

とを言うのですが、現実を見つめて、成果と課題をはっきりさせていかなけれ

ば空論になってくると思いますので、そこも考えていってほしいと思います。 

 

 

■議題２ 京丹後市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの改訂について 

会 長： ありがとうございます。時間が迫ってきておりますので、次に進めさせてい

ただきます。（２）京丹後市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンの改訂につい

て事務局から説明をお願いします。 

事 務 局： （資料に基づき説明） 

会 長： ありがとうございました。それでは今の質問にご意見やご質問等、どなたか

らでもお願いします。 

委 員： これを見させていただきまして、以前に京丹後市は緑の部分で将来的には７

５，０００人ということを出されて、５年か６年前に私らも区長会の中で説明

を受けたのですが、まずはこの根拠、今年２０２１年に日本全体で生まれた子

どもの数って、ご存知でしょうか。確かこの前聞いたら８６万くらいしか産ま

れていないのです。昔の段階の世代でしたら２００万くらいですが、その子ど

もたちが生まれて２０年後３０年後に成人になっていくわけですが、その子ど

もたちが結婚して子どもを産んでいくことが可能なのかどうか、皆様ご存知の

ように晩婚化も進んでいますし、未婚率も非常に高いです。そういったことは

どのように配慮されて、この数字が出ているのかなというのが見えにくいです。

もう少し説得力ある中身だと希望が持てるのですが、冒頭でも市長が約３０分

説明されたということで、ユニークだし、私どもも希望を見出したいと思って
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いるのですが、現実これが可能なのかどうかをもう少し根拠を挙げて説明いた

だきたいです。 

事 務 局： この資料の３ページをご覧いただきたいと思います。少し概要ということで

分かりにくいと思いますが、目指す将来の方向の 1番の中で人口対策の効果が十

分発現されれば、ということの中の積み上げとして、（２）の所で出生率はこれ

までの本市としての最大経験値である２．３人程度まで、国の想定と同じスピー

ドで回復していくという想定の中で出生率の設定をさせていただいていたのが

人口ビジョンということで、その上でさらに社会増の部分については、政策効果

の発現が前提として人口が増えていくというふうなことでの中身で７５，０００

人を掲げてきたということでございます。 

委 員： 質問ですが、市長も７５，０００人と言っておられますし、この人口ビジョ

ンの中身がずっと７５，０００人と書いてあって、最後に４６，０００人とあ

るのですが結局どっちなのですか。 

事 務 局： 現在の人口ビジョンでは、７５，０００ということで展望として掲げており

ます。それを今回、国勢調査の結果や京都府の人口ビジョンを踏まえて２０６

０年の本市の将来展望を４６，０００人に設定するということです。 

会 長： ありがとうございます。予定していた時間を過ぎているのですが、もし何か

ありましたら、直接事務局の方に終わった後にご意見を伝えていただいても結

構ですし、私の方に言って頂きましたら、お伝えしますし、まだまだご意見あ

るかと存じますが、これで議事を終了させていただきたいと思います。進行が

スムーズにいかずすいませんでした。それでは事務局にお返しします。 

事 務 局： はい。ありがとうございました。膨大な資料で、会議の時間が１時間半程度

の設定ということで申し訳ございませんでした。人口ビジョンに関しましては、

本来人口ビジョンの見直しはしないというのがだいたいの自治体はそうなのか

なと思います。大きな経済変動等あれば、またこれは別ということです。今回

のコロナがそういった部分もあるのかもしれないのですが、一般的には見直し

はしないものと理解しておりますが、今回本市においては見直しをさせていた

だくということで、７５，０００人という数字を４６，０００人に変更したい

ということです。２０６０年というその時期は同じなのですが、可能かどうか

というより、将来展望としまして、４６，０００人というものを目指して、色々

な施策に取り組んでいきたい。その施策の効果がうまく発現されれば４６，０

００人。一応合計特殊出生率だとか設定もしながら、毎年５年間でこういうふ

うに数字が増えていけば、こういった数字になるだろうという裏付けの根拠は

持っているところなのですが、ただどちらにしても紙ベースでの見解でありま

すので、実際にそうなるのかどうかは、２０６０年にならないと分からないで

すし、５年ごとに国勢調査が行われますので、順次実態として出てくるだろう

と考えておりますが、今回２０６０年の人口の将来展望として４６，０００と

いう数字を置かせていただきたいといったことでございます。そのようなご理



13 

 

解をいただければありがたいと思っております。そうしましたら、３年度の審

議会につきましては、今回で終了となりますが、令和４年度につきましては、

１１月くらいに開かせていただきたいと考えております。随分先の話になりま

すが、その時にはご案内させていただきたいと思っておりますので引き続きよ

ろしくお願いしたいと思います。 

それでは閉会に当たりまして、オンラインでご参加いただいております、丹後

緑風高校の山中副会長からご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

副 会 長： 皆様お疲れ様でした。私は今まで、京丹後市の現状などについてあまり考え

てこなかったので、今回この審議会に参加させていただいて、今の京丹後市の現

状や課題を知ることができ、京丹後市の将来を考える良い機会になりました。今

回の貴重な体験を活かし、学校でも生徒たちで、どうしたら自分たちが住んでい

る京丹後市をより良くできるかを考え、実行していきたいと思いました。今日は

ありがとうございました。 

事 務 局： ありがとうございました。そうしましたら、以上をもちまして、令和３年度

第１回京丹後市総合計画審議会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

 


