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京丹後市文化芸術振興に関するアンケート調査報告書 

令和 3年度調査 

 

１ 調査の目的 

京丹後市文化芸術振興計画を策定するにあたり、市民の文化芸術活動や文化芸

術に関する意向を把握し、計画策定の基礎資料とするためアンケート調査を実施

した。 

 

２ 調査の設計 

 

➢ 20歳から 79歳の京丹後市民 

調査対象 住民基本台帳から無作為抽出した 2,000人 

調査方法 郵送による配布・回収、無記名方式 

調査期間 令和３年７月１６日～８月６日 

 

➢ 文化芸術活動団体代表者 

調査対象 文化協会加盟団体、施設利用団体、後援承認団体等 150団体 

調査方法 郵送による配布・回収、団体名記名（任意） 

調査期間 令和３年７月１６日～８月６日 

 

➢ 京丹後市内の高等学校に通学する高校２年生 

調査対象 市内高等学校に通学する高校 2年生 370人 

調査方法 学校にて配布・回収、無記名方式 

調査期間 令和３年７月９日～７月１９日 

 

３ 回収結果 

 

➢ 20歳から 79歳の京丹後市民 

有効回収 714人／2,000人（35.7％） 

 

➢ 文化芸術活動団体代表者 

有効回収 116団体／150団体（77.3％） 

 

➢ 京丹後市内の高等学校に通学する高校２年生 

有効回収 338人／370人（91.4％） 

11/19 未定稿 
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４ 回収サンプルの内訳 

 

◆ 市民 

（性別と年代） 

 合計 20代 30代 40代 50代 60代 70代 

全体 712 38 60 114 132 177 191 

100％ 5％ 8％ 16％ 18％ 25％ 27％ 

男性 326 16 26 54 55 91 84 

47％ 2％ 4％ 8％ 8％ 13％ 12％ 

女性 381 22 34 58 76 86 106 

53％ 3％ 5％ 8％ 11％ 12％ 15％ 

不明 5 ― ― ― ― ― ― 

00％ ― ― ― ― ― ― 

 

（住んでいる地域） 

 峰山 大宮 網野 丹後 弥栄 久美浜 

全体 164 132 158 64 80 113 

23％ 19％ 22％ 9％ 11％ 16％ 

 

（居住年数） 

 1年未満 1～10年 11～20年 21～30年 31年以上 

全体 5 38 55 94 519 

1％ 5％ 8％ 13％ 73％ 

 

◆ 高校生 

（性別と住んでいる地域） 

 合計 峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町 他 

全体 338 74 42 87 28 32 46 29 

100％ 22％ 13％ 25％ 8％ 9％ 14％ 9％ 

男性 164 45 18 43 13 11 22 12 

49％ 13％ 5％ 13％ 4％ 3％ 7％ 4％ 

女性 166 27 22 43 13 20 24 17 

50％ 8％ 7％ 13％ 4％ 6％ 7％ 5％ 

不明 8 2 2 1 2 1 ― ― 

1％ ― ― ― ― ― ― ― 
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57%

58%

58%

53%

69%

64%

65%

28%

11%

20%

28%

17%

18%

24%

15%

32%

22%

19%

14%

19%

11%

高校生

2 0代

3 0代

4 0代

5 0代

6 0代

7 0代

ある・どちらかといえばある どちらともいえない ない・どちらかといえばない

⚫ 文化芸術団体 内訳 

音楽 26団体 

美術 20団体 

舞踊 20団体 

生活文化 17団体 

芸能 9団体 

伝統芸能 8団体 

文学 7団体 

文化財 3団体 

地域の祭礼・民俗芸能 2団体 

メディア芸術 0団体 

演劇 0団体 

 

 

◆ 団体の活動頻度 

年に数回 17団体 

月に数回 73団体 

週に数回 17団体 

毎日 0団体 

その他 7団体 

 

 

 

 

 

 

 

5 集計結果 

【1】 文化芸術活動 興味や関心が「ある」 63％ 

「興味関心がある」と答えた人は３3％、「ど

ちらかといえばある」と答えた人は３０％に

のぼり、半数を超える。どの年代も５～６割

が「興味関心がある」と答えているが、「な

い」または「どちらかといえばない」と答えた

２０代の割合が３割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）優れた文化芸術を鑑賞することや文化芸術活動を行うことについて興味や関心があるか 

ある

33%

どちらかといえばある

30%

どちらともいえない

21%

どちらかといえばない

9%

ない 7%
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【２】 現在、鑑賞・活動している文化芸術 「音楽」がトップ 

鑑賞したり活動に参加して

いる文化芸術を複数回答で

たずねて集計したところ、

「音楽」がトップ。次いで「メ

ディア芸能」、「地域の祭礼、

民俗芸能」となった。高校生

でも同様の結果となった。

文化芸術団体に活動内容を

たずねたところ、集計結果

でも「音楽」がトップだが、次

いで「美術」、「舞踊」、「生活

文化」の順となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3】 文化芸術の機会ない理由「時間の余裕なし」「魅力的な公演なし」 

文化芸術の機会がなかった理由を複数回答でたずねたところ、「時間的な余裕が

ない」がトップ。2番目は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため」、3番目は、

「京丹後市内に魅力的な公演やイベントがない」との結果になった。 

年代別に見ると、２０代では約５割が「文化芸術に興味や関心がない」と答え、2０

代以外の世代では「時間的な余裕がない」が２割～３割を占めた。 

（問）文化芸術の機会がない理由（複数回答） 

20

21

22

35

53

59

66

78

95

交通手段がなく出向くことができない

その他

京丹後市内に利用できる施設や会場がない

公演やイベントに関する情報が得られない

金銭的な余裕がない

文化芸術に興味や関心がない

京丹後市内に魅力的な公演やイベントがない

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため

時間的な余裕がない

43

66

81

81

105

163

208

216

218

218

243

311

舞踊

伝統芸能

演劇

生活文化

文学

芸能

文化財

機会はない

美術

地域の祭礼・民俗芸能

メディア芸術

音楽
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【4】 文化財、歴史・自然遺産について興味関心 「ある」58％ 

京丹後市の文化財等に興味・関心が「ある」もしくは「どちらかといえばある」と答

えた人は市民で 58％を超えた。 

（問）京丹後市の文化財、歴史・自然遺産について、興味や関心があるか 

 

京丹後市は文化財等が保存・活用されていると思う人の割合は、高校生が 56％

に上るが、市民では半分以下の 24％となった。 

 

（問）京丹後市は文化財や歴史・自然遺産等が保存され活用されていると思うか 

 

文化財を保存し活用していくまちづくりについて「非常に大切」「大切」と答えた人

は８６％に上る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市の文化財、歴史・自然遺産を保存し活用していくまちづくりについてどのように思うか 

23%

8%

35%

30%

25%

34%

9%

16%

8%

12%

市民

高校生

ある どちらかといえばある どちらともいえない どちらかといえばない ない

2%

5%

14%

22%

24%

42%

38%

27%

25%

20%

19%

4%

14%

9%

1%

4%

16%

14%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

非常に大切だと思う

31%

大切だと思う

55%

どちらともいえない

11%

あまり大切でない

2%
全く大切と思わない

1%
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48

49

55

60

72

85

88

92

109

113

128

142

171

176

昔の生活道具（民具）

古文書や古い書籍など

絵画や仏像など

刀や甲冑など

庭園や滝など

動物や昆虫など

先人の業績や功績の顕彰

植物や樹木など

昔話、民話、伝承・伝説や民謡など

岩石や地震断層、特徴的な景観など

古墳や遺跡など

古い町並みなど

伝統的な祭りや古くから伝わる風習・行事

寺社の建物など

文化財、歴史・自然遺産等で大切だと思うもの、自慢できるもの、未来に伝えてい

きたいものを複数回答でたずねたところ、市民で最も多かったのは「伝統的な祭り

や古くから伝わる風習・行事」、高校生では「寺社の建物など」がトップとなった。

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪高校生≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）文化財、歴史・自然遺産等で大切だと思うもの、自慢できるもの、未来に伝えていきたいもの（複数回答） 

106

118

155

193

202

203

203

218

254

307

307

373

420

468

動物や昆虫など

刀や甲冑など

昔の生活道具（民具）

庭園や滝など

先人の業績や功績の顕彰

古文書や古い書籍など

植物や樹木など

絵画や仏像など

古い町並みなど

昔話、民話、伝承・伝説や民謡など

岩石や地震断層、特徴的な景観など

古墳や遺跡など

寺社の建物など

伝統的な祭りや古くから伝わる風習・行事
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【5】 現在の文化的環境に「満足」 市民 ２％ 

京丹後市の文化的環境に「満足」と回答したのは２％にとどまった。「どちらかとい

えばそう思う」を含めても全体の 15％にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市の文化的環境に満足しているか 

 

「文化芸術分野で活動している人や団体が多い」と感じている人は、市民で２％に

とどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市は文化芸術分野で活動している人や団体が多いと思うか 

 

「京丹後市は文化的な公演やイベントが多くある」と答えた人は、「そう思う」または

「どちらかといえばそう思う」を合わせて１２％にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市は文化的な公演やイベントが多くあると思うか 

2%

6%

12%

13%

22%

35%

40%

28%

32%

23%

22%

6%

19%

17%

2%

3%

5%

13%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

2%

15%

8%

18%

41%

28%

39%

24%

33%

18%

8%

9%

19%

5%

2%

4%

7%

20%

市民

団体

高校生

1%

7%

8%

11%

17%

34%

35%

28%

32%

26%

26%

7%

23%

17%

2%

4%

5%

17%

市民

団体

高校生
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3%

15%

10%

21%

35%

32%

35%

25%

29%

25%

14%

14%

13%

6%

4%

3%

5%

11%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

【6】 情報 「身近に得られない」 ４割に迫る 

京丹後市の文化芸術に関する情報を身近に得ることができるかとの問いには、そ

う思わない」「どちらかといえばそう思わない」と答えた人が 38％に上った。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問）京丹後市の文化芸術に関する情報を身近に得ることができるか 

 

京丹後市の文化芸術について知りたい情報を複数回答でたずねたところ、「公演・

イベント・展覧会についての情報」が一番多い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市の文化芸術に関して知りたい情報は（複数回答） 

 

 

 

 

60

116

235

281

433

会議室やホールなど施設についての情報

指導者・講師・文化芸術活動団体の情報

市外の情報も含む広域的な情報

歴史・自然遺産や文化財などについての情報

公演・イベント・展覧会などについての情報
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【7】 情報を得るもの 若い世代ほど「口コミ」 

文化芸術に関する情報源は、市民で「市の広報、行政防災無線」がトップとなった。

世代別では、３０代以上の世代で「市の広報、行政防災無線」が３割に迫るが、２０

代の 2割以上が「家族・友人・知人からの口コミ」がトップ。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪高校生≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）あなたが京丹後市の文化芸術に関する情報を得ているものは（複数回答） 

 

 

 

 

 

12

13

67

77

79

109

113

150

地域公民館や市民局などの窓口

タウン誌、フリーペーパー

チラシ、ポスター

市の広報、防災行政無線

HP・FACEBOOK・LINE・ブログ

テレビ、ラジオ

新聞、書籍、雑誌

家族・友人からの口コミ

88

97

129

173

273

300

316

490

HP・FACEBOOK・LINE・ブログ

地域公民館や市民局などの窓口

テレビ、ラジオ

タウン誌、フリーペーパー

家族・友人からの口コミ

チラシ、ポスター

新聞、書籍、雑誌

市の広報、防災行政無線
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【8】 鑑賞したいもの 「音楽」  創作活動したいもの 「美術」 

京丹後市内でどのような文化芸術を鑑賞したいか、創作したいかを、複数回答で

たずねたところ、上位 3つが、鑑賞したいもので「音楽」「メディア芸術」「美術」、創

作したいもので「美術」「生活文化」「音楽」という結果となった。

 
（問）今後、どのような文化芸術を鑑賞したいか （問）今後、どのような文化芸術を創作したい

 

【9】 子どもの文化芸術体験 「充実していない」４５％ 

子どもの文化芸術体験

の機会が充実している

と思うかとの問いに、

「そう思う」または「どち

らかといえばそう思う」

と答えたのは１６％にと

どまり、「そう思わない」

または「どちらかといえ

ばそう思わない」と答え

たのは４５％に上った。 

 

 

≪団体≫ 

そう思う 1団体 1％ 

どちらかといえばそう思う 17団体 15％ 

どちらともいえない 25団体 22％ 

どちらかといえばそう思わない 42団体 37％ 

そう思わない 9団体 8％ 

わからない 20団体 17％ 

 

（問）子どもの文化芸術体験の機会が充実しているか

70

75

80

133

185

203

206

249

269

280

382

文学

生活文化

舞踊

伝統芸能

演劇

芸能

地域の祭礼

文化財

美術

メディア芸術

音楽

5

11

13

15

15

19

28

34

45

52

110

伝統芸能

演劇

芸能

舞踊

メディア芸術

文化財

文学

地域の祭礼

音楽

生活文化

美術



11 

 

【10】 若い世代の体験活動に期待 「地元に愛着」「文化の担い手」 

若い世代が文化芸術に触れることの効果について関係団体に複数回答でたずね

たところ「芸術的な感性が育まれる」がトップ。「地元に愛着」「文化の担い手」も６

割を超えた。 

≪団体≫ 

豊かな芸術的な感性が育まれる 97団体 83％ 

地域の歴史や文化を知ることで地元に愛着を持つ 77団体 66％ 

地域の文化を継承する担い手となる 74団体 63% 

文化財や歴史遺産、自然遺産を、次世代に残すことができる 64団体 55％ 

他地域・他国の人々・多様な文化への関心が高まる 62団体 53％ 

コミュニケーション能力が高まり他者の気持ちを理解しようとする 59団体 50％ 

自信がつき、困難に直面した時の解決力向上につながる 43団体 37％ 

（問）子どもや若い世代が文化芸術に触れることでどのような効果を期待するか（複数回答） 

 

若い世代が文化芸術に親しむために必要な取組を関係団体に複数回答でたずね

たところ、５項目が５割超。「祭りへの参加促進」がトップ。         ≪団体≫ 

地域の伝統行事や祭りなどへの参加促進 75団体 

文化芸術活動を教える指導者やボランティアの育成・補助 74団体 

子ども向けやファミリー向けの公演などの鑑賞機会を増やす 72団体 

京丹後市内の教育施設・文化施設の整備・充実 71団体 

子どもが出演するミュージカルや公演、家族一緒に茶道華道を体験するなど創作

活動の機会を増やす 

70団体 

歴史的な建物や自然遺産についての学習機会を増やす 48団体 

文化芸術についての情報提供の充実 47団体 

（問）子どもや若い世代が文化芸術に親しむためにどのような取り組みが必要か（複数回答） 

 

 

≪高校生≫ 

高校生に、鑑賞したり参加しているものを 

複数回答でたずねたところ、「音楽」「メディア 

音楽」に次ぎ、「地域の祭礼・民俗芸能」が 

3つめに多い結果となった。 

（問）鑑賞したり、活動に参加している文化芸術（複数回答） ≪高校生≫ 

11

12

15

23

33

49

50

62

105

145

147

伝統芸能

舞踊

文化財

生活文化

演劇

芸能

文学

美術

地域の祭礼・民俗芸能

メディア芸術

音楽
参考 



12 

 

【11】 質の高い文化芸術 「小学校から」５３％、「幼児期から」３３％ 

乳児期から 5団体 ４％ 

幼児期から 38団体 33％ 

小学校から 61団体 53％ 

中学校から 7団体 6％ 

高校生から 1団体 1％ 

わからない 3団体 3％ 

必要ない 0団体 0％ 

質の高い文化芸術に触れ

ることが必要な時期につい

て、関係団体にたずねたと

ころ、「小学校以降」が半数

を超えた。「幼児期」が 3割

を超え、「中学校以降」は

６％にとどまった。 

 

 

【12】 文化芸術活動の場所 「地元の施設」「公共施設」 

個人、団体ともに、「地元の施設」がトップ。地元施設や公共施設が活動の場として

の役割が期待されている。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

（問）文化芸術活動を行う主な場所は。（複数回答） 

 

文化芸術活動の場所が整っていると思うかをたずねたところ、「そう思う」「どちら

かといえばそう思う」と答えた人は、市民で 24％にとどまった。団体で 50％とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

（問）活動の場が整っていると思うか 

41

102

104

286

297

民間の施設（宿泊施設など）

社寺

個人宅

市立や府立の公共施設

地区公民館などの地元の施設

3%

15%

10%

21%

35%

32%

35%

25%

29%

25%

14%

14%

13%

6%

4%

3%

5%

11%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない
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【13】 施設のバリアフリー化望む声多く 

文化芸術関連施設に必要な設備等を複数回答でたずねたところ、市民で「Wi－Fi

環境の整備」、「バリアフリー化」が上位となった。文化活動団体では、「文化・交流・

学習等の複合施設の整備」がトップ、次いで「バリアフリー化」という結果となった。 

 

≪市民≫ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市内の施設に必要と思われるもの（複数回答） 

27

46

86

87

104

113

130

156

159

160

163

172

207

242

257

和室の設置

調理実習室の充実

類似施設の統廃合

展示品等のガイドの配置

貸館施設を増設

授乳室やおむつ替え台の設置

収蔵品や展示品の適切な保管・公開

防音設備（演奏ができる施設）の充実

照明設備・音響設備の充実

休憩室・喫茶室の併設

バス停を増やすなどの公共交通の充実

文化・交流・学習等の複合施設の整備

十分な駐車場の確保

バリアフリー化

WI－FI環境の整備

12

13

14

18

21

21

24

24

28

30

35

45

48

51

57

和室の設置

類似施設の統廃合

調理実習室の充実

展示品等のガイドの配置

授乳室やおむつ替え台の設置

バス停を増やすなどの公共交通の充実

WI－FI環境の整備

収蔵品や展示品の適切な保管・公開

休憩室・喫茶室の併設

貸館施設を増設

十分な駐車場の確保

防音設備（演奏ができる施設）の充実

照明設備・音響設備の充実

バリアフリー化

文化・交流・学習等の複合施設の整備



14 

 

普段利用している、または、利用したい施設として、市民は「ステージや客席のある

ホール」、「展示室」、「多目的ホール」などの施設が上位となった。また、団体は、普

段の練習等にも使用する「会議室」、「研修室」、「体験室」の需要が高い。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）普段利用する施設、または、利用したい施設は（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

44

52

62

115

117

203

204

235

その他

和室

調理実習室

陶芸・染色などの体験室

会議室・研修室

多目的に使うことのできる広いホール

展示室・展示コーナー

ステージや客席のあるホール

17

19

28

30

52

59

60

陶芸・染色などの体験室

調理実習室

和室

展示室・展示コーナー

ステージや客席のあるホール

多目的に使うことのできる広いホール

会議室・研修室
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【14】 京丹後市に望ましいホール規模 「700人」 「1,000人」 

京丹後市の中心的な文化ホールとして

望ましい規模を尋ねたところ、700人

規模、1000人規模のホールを望む声

がほぼ同数となった。 

 

参考 

京都府丹後文化会館 760席 

豊岡市民会館文化ホール 1118席 

 

 

（問）京丹後市の中心的な文化ホールとして望ましいと思う規模は。 

 

丹後文化会館を利用したことがあるかたずねたところ、利用したことがあると答え

た人の割合が市民で 8割を超え、団体では９8％が利用したことがあると答えた。 

 

 

 

 

 

（問）京都府丹後文化会館を利用したことがあるか。 

 

【15】 京都府丹後文化会館「欠かせない」 市民 ２７％ 団体 58％ 

京都府の施設であるが京丹後市の中心的な文化施設である「京都府丹後文化会館」に

ついてたずねた。欠かせない施設だという声が多く、他の施策よりも維持修繕を望む声の

ほうが多い結果となった。 

 市民 団体 

そう思う 27％ 58％ 

どちらかといえばそう思う 37％ 35％ 

どちらともいえない 22％ 4％ 

どちらかといえばそう思わない 2％ 0％ 

そう思わない 3％ 1％ 

わからない 9％ 2％ 

（問）京都府丹後文化会館は京丹後市の文化芸術振興に欠かせない施設だ 

 市民 団体 

1,000人程度 28％ 30％ 

700人程度 27％ 35％ 

500人程度 13％ 11％ 

300人程度 6％ 12％ 

200人程度 3％ 3％ 

必要ない 5％ 1％ 

その他 1％ 4％ 

わからない 18％ 4％ 

60%

27%

22%

65%

2%

6%

14%

1%

2%

1%

市民

団体

鑑賞のみ 鑑賞＋発表 発表のみ 利用したことはない その他
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 市民 団体 

そう思う 23％ 51％ 

どちらかといえばそう思う 37％ 38％ 

どちらともいえない 21％ 9％ 

どちらかといえばそう思わない 5％ 1％ 

そう思わない 6％ 0％ 

わからない 8％ 1％ 

（問）京都府丹後文化会館で、質の高い文化芸術に触れたい 

 

 市民 団体 

そう思う 15％ 32％ 

どちらかといえばそう思う 37％ 44％ 

どちらともいえない 23％ 14％ 

どちらかといえばそう思わない 8％ 5％ 

そう思わない 6％ 2％ 

わからない 11％ 3％ 

（問）京都府丹後文化会館があることで、人が集まり市の活性化につながる 

 

 市民 団体 

そう思う 10％ 39％ 

どちらかといえばそう思う 20％ 51％ 

どちらともいえない 45％ 8％ 

どちらかといえばそう思わない 17％ 1％ 

そう思わない 5％ 0％ 

わからない 3％ 1％ 

（問）京都府丹後文化会館は、練習の成果を披露する場として望ましい施設だ 

 

 市民 団体 

そう思う 4％ 4％ 

どちらかといえばそう思う 10％ 8％ 

どちらともいえない 42％ 34％ 

どちらかといえばそう思わない 9％ 18％ 

そう思わない 18％ 23％ 

わからない 17％ 13％ 

（問）文化芸術振興のためには、建物維持よりも他の施策に力を入れるべき 
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京都府丹後文化会館を利用する際の重要度（どの程度重視するか）と、満足度（ど

の程度満足しているか）についてたずねた。  

バリアフリーを重要と考える人が団体でも個人でも多く、８割を超える結果となっ

たが、不満の声も団体で 4割と高いのが目立つ。 

楽屋・練習室についても、重視する人が多い一方で不満の声が多い。 

 

◆ 施設・設備の使用料 

 市民 団体 

重視する 23% 50% 

どちらかといえば重視 25% 24% 

重視しない 7% 2% 

わからない 45% 25% 

 

 市民 団体 

満足 8% 10% 

どちらともいえない 28% 33% 

不満 3% 20% 

わからない 60% 37% 

 

◆ 場所のわかりやすさ・立地 

 市民 団体 

重視する 37% 48% 

どちらかといえば重視 41% 42% 

重視しない 10% 7% 

わからない 13% 3% 

 

 市民 団体 

満足 31% 45% 

どちらともいえない 41% 36% 

不満 13% 16% 

わからない 15% 3% 

◆ 公共交通機関のアクセスのしやすさ

 市民 団体 

重視する 38% 48% 

どちらかといえば重視 35% 35% 

重視しない 10% 10% 

わからない 17% 7% 

 

 市民 団体 

満足 19% 38% 

どちらともいえない 40% 33% 

不満 18% 19% 

わからない 23% 10% 

 

◆ バリアフリー化 

 市民 団体 

重視する 43% 52% 

どちらかといえば重視 35% 36% 

重視しない 5% 5% 

わからない 17% 7% 

 市民 団体 

満足 10% 4% 

どちらともいえない 36% 39% 

不満 18% 40% 

わからない 35% 17% 
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◆ 音響設備・照明設備 

 市民 団体 

重視する 37% 65% 

どちらかといえば重視 36% 26% 

重視しない 5% 2% 

わからない 22% 7% 

 

 市民 団体 

満足 15% 29% 

どちらともいえない 37% 37% 

不満 10% 18% 

わからない 38% 16% 

◆ 収容人数 

 市民 団体 

重視する 26% 45% 

どちらかといえば重視 38% 37% 

重視しない 12% 10% 

わからない 23% 7% 

 

 市民 団体 

満足 31% 47% 

どちらともいえない 34% 32% 

不満 9% 9% 

わからない 26% 12% 

 

 

◆ 座席の広さ 

 市民 団体 

重視する 32% 45% 

どちらかといえば重視 39% 37% 

重視しない 11% 10% 

わからない 18% 7% 

 

 市民 団体 

満足 22% 38% 

どちらともいえない 36% 36% 

不満 18% 17% 

わからない 24% 10% 

 

 

◆ ステージの広さ 

 市民 団体 

重視する 29% 52% 

どちらかといえば重視 39% 40% 

重視しない 8% 1% 

わからない 25% 7% 

 

 市民 団体 

満足 22% 51% 

どちらともいえない 35% 33% 

不満 10% 5% 

わからない 33% 11% 
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◆ 楽屋・練習室の広さ、数 

 市民 団体 

重視する 14% 42% 

どちらかといえば重視 28% 36% 

重視しない 10% 3% 

わからない 48% 19% 

 

 

 市民 団体 

満足 5% 17% 

どちらともいえない 24% 31% 

不満 10% 26% 

わからない 61% 25% 

 

◆ 駐車場の広さ・台数 

 市民 団体 

重視する 50% 61% 

どちらかといえば重視 33% 32% 

重視しない 5% 2% 

わからない 12% 5% 

 

 市民 団体 

満足 26% 39% 

どちらともいえない 31% 24% 

不満 24% 32% 

わからない 18% 5% 

 

◆ 駐輪場の広さ・台数

 市民 団体 

重視する 20% 20% 

どちらかといえば重視 28% 34% 

重視しない 18% 17% 

わからない 34% 30% 

 

 市民 団体 

満足 12% 18% 

どちらともいえない 27% 28% 

不満 11% 11% 

わからない 51% 43% 

(問)京都府丹後文化会館を利用する際の重要度と満足度 
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【16】 将来像「市民が生き生きと文化芸術活動に親しむまち」がトップ 

目指すべき将来像について複数回答でたずねたところ、４０代から７０代で「市民

が生き生きと文化芸術活動に親しむまち」がトップとなった。「文化芸術と産業や

観光などが連携するまち」」はどの世代も２～３番めに多い。 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）京丹後市の文化芸術振興の目指すべき将来像について考えに近いもの 

（世代別） 

 

≪高校生≫ 

 

 

 

 

 

 

 
２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 

 

生き生き活動に親しむ 19 33 56 71 95 100 374 

産業・観光との連携 20 33 53 68 77 84 335 

地域文化に愛着 24 32 54 51 76 92 329 

保存・活用・趣深い 17 26 48 67 80 68 306 

にぎわいがある 15 36 51 56 70 75 303 

質の高い文化触れる 18 21 42 55 73 68 277 

アーティストを輩出 11 21 24 27 37 24 144 

国内外へ知られる 11 13 17 16 23 24 104 

104

144

277

303

306

329

335

374

文化芸術が盛んな地域として国内外に広く知られるまち

全国や世界で活躍するアーティストを輩出するまち

質の高い文化芸術に身近に触れられ継承するまち

イベント等の参加者が多いにぎわいのあるまち

文化財や歴史・自然遺産が保存し活用される趣深いまち

市民が地域文化に愛着を持ち誇りに思うまち

文化芸術と、産業や観光などが連携するまち

市民が生き生きと文化芸術活動に親しむまち

60

87

90

94

95

120

132

139

文化芸術が盛んな地域として国内外に広く知られるまち

全国や世界で活躍するアーティストを輩出するまち

質の高い文化芸術に身近に触れられ継承するまち

文化芸術と、産業や観光などが連携するまち

文化財や歴史・自然遺産が保存し活用される趣深いまち

市民が地域文化に愛着を持ち誇りに思うまち

市民が生き生きと文化芸術活動に親しむまち

イベント等の参加者が多いにぎわいのあるまち
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【17】 目指す将来像につなげる 

目指すべき将来像につながることしてどのように関われるかを複数回答でたずね

たところ、どの年代でも回答のうち約４割が「イベントなどを鑑賞する」、また、どの

世代でも回答の約２割が「サークル活動や習い事で創作活動をする」となった。７０

代では「サークル活動や習い事で創作活動をする」の割合と、「特に関わりたいと思

わない」の割合が１５％と同じであった。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 

鑑賞する 39% 37% 39% 42% 43% 41% 

活動する 18% 16% 18% 18% 17% 15% 

関わりたいと思わない 13% 9% 16% 10% 14% 15% 

意見提案 4% 17% 10% 12% 9% 10% 

発表・紹介する 9% 6% 4% 7% 7% 7% 

指導・ボランティア 10% 9% 7% 6% 6% 5% 

企画運営 4% 4% 5% 4% 3% 3% 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

（問）文化芸術振興の目指すべき将来像につながることとして、あなたはどのように関われるか 

22

22

46

48

65

70

文化芸術に関するイベントを企画したり運営したりする

行政に対して文化活動団体の立場から意見・提案する

指導者やボランティアとして関わる

文化芸術に関する情報を発表・紹介する

文化芸術に関するイベントなどを鑑賞する

サークル活動や習い事で文化芸術の創作活動をする

40

67

70

103

136

173

425

文化芸術に関するイベントを企画したり運営したりする

指導者やボランティアとして関わる

文化芸術に関する情報を発表・紹介する

行政に対して文化活動団体の立場から意見・提案する

特に関わりたいと思わない

サークル活動や習い事で文化芸術の創作活動をする

文化芸術に関するイベントなどを鑑賞する
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≪高校生≫自由記載 

「目指す将来像」につなげるためにはどのようなことが必要だと思うか。 

どうすれば京丹後市がもっとおもしろいまちになると思うか。 について、 

「京丹後市の良さを市内外へ発信し続ける」、「文化施設、商業施設、イベントを増や

す」、「高齢者も若者も文化に触れ、楽しみ、伝えていく」、「観光客や人口を増やす」

といった意見が多い。（２３ページ以降掲載） 

 

【18】 行政が力を入れるべき「情報を集めて広く市民に提供」がトップ 

行政が力を入れるべきと思うことについて複数回答でたずねたところ、市民では

「情報を集めて広く市民に提供すること」がトップとなった。「公共施設を利用しや

すくする」、「質の高い文化芸術に触れる機会を創出する」が続く。団体でも同様の

3項目が上位となった。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

(問)行政が特に力を入れるべきことは 

 

 

  

146

155

209

245

247

315

325

339

指導者やボランティアガイドの人材を育成すること

文化芸術に関する施設を整備すること

京丹後市の文化芸術について市外へ発信すること

観光客や移住者を増やすこと

祭りや伝統芸能の活動発表の場を設けること

質の高い文化芸術に触れる機会を創出すること

公共施設を利用しやすくすること

文化芸術に関する情報を集めて市民に広く提供すること

34

37

49

57

59

68

73

84

京丹後市の文化芸術について市外へ発信すること

観光客や移住者を増やすこと

指導者やボランティアガイドの人材を育成すること

文化芸術に関する施設を整備すること

祭りや伝統芸能の活動発表の場を設けること

質の高い文化芸術に触れる機会を創出すること

文化芸術に関する情報を集めて市民に広く提供すること

公共施設を利用しやすくすること
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【19】 自由記載                                                    

 

≪高校生≫ 

（問）「目指す将来像」につなげるためにはどのようなことが必要だと思うか。 

どうすれば京丹後市がもっとおもしろいまちになると思うか。 

 

 

 

⚫ 情報を発信し続ける（峰山町、男性） 

⚫ 京丹後市のことを他県にもっと発信する（網野町、女性） 

⚫ 全国的にアピールする必要があると思う（久美浜町、男性） 

⚫ いろんなところに広めるといいと思う（峰山町、女性） 

⚫ 全国や世界の人々に京丹後市の名を知ってもらう（大宮町、男性） 

⚫ もっと京丹後市を PRする（丹後町、女性） 

⚫ もっと京丹後市を大々的に広める必要があると思う（網野町、男性） 

⚫ 京丹後の良さを発信していく（久美浜町、男性） 

⚫ もっと情報を発信したらいいと思う（久美浜町、男性） 

⚫ もっと文化を発信すべき（その他、女性） 

⚫ SNSでもっと発信（久美浜町、男性） 

⚫ こういうイベントをしているということをホームページやはり紙や SNSを使う（弥栄

町、女性） 

⚫ 他県の人たちに SNSやツアーなどで伝えていく（丹後町、女性） 

⚫ 興味がある人にアピールする（峰山町、男性） 

⚫ SNSを使った若者向けの PR（－、女性） 

⚫ SNSをもっと活用する（久美浜町、女性） 

⚫ 京丹後市の歴史などをもっと多くの人に知ってもらう（久美浜町、男性） 

⚫ もっと市内外を問わずいろんなイベントや自然等について PRしていく（丹後町、男性） 

⚫ 宣伝する（網野町、男性） 

⚫ 発信していく（峰山町、女性） 

⚫ もっと宣伝する（丹後町、男性） 

⚫ 発信していく（久美浜町、女性） 

⚫ 宣伝する（峰山町、男性） 

⚫ PRをもっとしていく（弥栄町、女性） 

⚫ SNSの活用（弥栄町、男性） 

⚫ アピールする（網野町、女性） 

「発信」「アピール」 
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⚫ 情報発信（丹後町、女性） 

⚫ インターネットなどによる呼びかけ（峰山町、女性） 

⚫ 町の良さをアピールする（網野町、男性） 

⚫ 丹後の魅力を発信していく（峰山町、―） 

⚫ もっと積極的に PRする（大宮町、男性） 

⚫ 文化を広める（網野町、女性） 

⚫ 文化を知る（峰山町、男性） 

⚫ 楽しむ（峰山町、男性） 

⚫ もっと親しむ（網野町、女性） 

⚫ 文化を大切にする（弥栄町、男性） 

⚫ 一人一人が元気に生きる（その他、女性） 

⚫ ボランティアで活動（弥栄町、男性） 

 

 

 

⚫ いろいろ楽しいイベントをする（網野町、男性） 

⚫ もっと文化芸術に触れられるイベントを増やす（丹後町、男性） 

⚫ 若者から高齢者まで幅広い年代でたくさんのイベントに参加する。京丹後市の認知度

を高める取り組みをしていく（網野町、男性） 

⚫ 高校生や中学生が行きたくなるような若い人をターゲットにしたイベントをしたらい

いと思う（網野町、男性） 

⚫ 行事を行う（網野町、男性） 

⚫ イベントの数を増やす（大宮町、男性） 

⚫ イベントの数をいっぱいにする（－、女性） 

⚫ イベント（峰山町、男性） 

⚫ イベントに参加してもらう（峰山町、男性） 

⚫ もっとイベントを増やして観光客に来てもらう（弥栄町、女性） 

⚫ 今以上にイベントを増やす（久美浜町、男性） 

⚫ イベントを増やしたりする（久美浜町、女性） 

⚫ もっと楽しいイベントを考えるべき（峰山町、女性） 

⚫ 何かイベントを行う（久美浜町、女性） 

⚫ 盛り上げるイベントをする（峰山町、女性） 

⚫ 全国から人が集まるようなイベントをしたりする（丹後町、男性） 

⚫ イベントを増やす（弥栄町、女性） 

⚫ イベントいっぱい（大宮町、女性） 

⚫ イベントをする（網野町、女性） 

「イベントをする」 
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⚫ 何年かに１回、大イベントをやる（－、男性） 

⚫ 住民たちが文化に触れられるようなイベントを開催する（網野町、男性） 

⚫ イベントを増やす（弥栄町、女性） 

⚫ 若い人が中心になる身内のみではない様々な人が参加できるイベントづくり（網野

町、女性） 

⚫ イベントの多い町、にぎやかな町、楽しそうな町、イベントを増やしたり京丹後にしかな

いことをする（網野町、男性） 

⚫ 地域の人が協力してイベントなどを開催する（弥栄町、女性） 

⚫ 市内のイベントを増やして地域の人とのかかわりを増やす（峰山町、女性） 

 

 

 

⚫ 自然がなくならない程度に発展させる（峰山町、女性） 

⚫ おもしろいものをたくさん作る（久美浜町、女性） 

⚫ もっと施設を増やす（網野町、男性） 

⚫ いろいろたてる（網野町、男性） 

⚫ 建物を増やす（網野町、女性） 

⚫ 博物館を作る（大宮町、女性） 

⚫ ライブやイベントができるような大きい施設を作る（大宮町、女性） 

⚫ ＰＲのための機会を作ったり施設を増やす（久美浜町、男性） 

⚫ もっとＰＲする。ショッピングモールを作ってそこに文化も入れる（－、男性） 

⚫ 飲食店やお店を増やす（峰山町、男性） 

⚫ お店をもっと増やしてほしい（丹後町、女性） 

⚫ グランピングなどのレジャー施設を作る（峰山町、男性） 

⚫ ゲームセンターふやせ（峰山町、男性） 

⚫ 人が少なく高齢者が多いため移住者を増やす。高校などやってみたくなるような惹か

れるデザインのものにする。網野にショッピングモールを作ってほしい（網野町、女性） 

⚫ 土地の活用（弥栄町、男性） 

⚫ 文化芸術と企業のより強いつながり、より充実した設備・サービス（その他、男性） 

⚫ 丹後町は観光地があるのにスーパーがなく、観光客も不便だと思うから、スーパーを

作ってほしい（丹後町、女性） 

 

 

 

⚫ みんなが楽しめるようなまちにする（峰山町、男性） 

⚫ 老若男女が楽しめるイベントを考える（大宮町、女性） 

「施設」「店舗」 

「みんなが」「若者が」文化に触れる 
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⚫ 高齢の方でも楽しめるイベント（大宮町、男性） 

⚫ 若い人が興味を持つことをする（久美浜町、男性） 

⚫ 若い人でも参加しやすい行事を提案する（大宮町、女性） 

⚫ 若い人たちが興味を持つようなイベントなどを増やす（網野町、女性） 

⚫ 若い世代に伝える（その他、女性） 

⚫ 若い人に伝えていくべきだと思います（峰山町、男性） 

⚫ 若い人がやる（弥栄町、女性） 

⚫ 若者に興味を持たせる（丹後町、男性） 

⚫ 町の行事に今のうちから参加して知っておく（丹後町、女性） 

⚫ 継承すること（大宮町、男性） 

⚫ 中高生にもっとアピールしたりしてもらったりする（峰山町、男性） 

⚫ みんなで協力して伝統文化のことに親しんだり行事に加わった地すること（久美浜

町、男性） 

⚫ 若い人の興味が足りない。伝統をどう今の世代に砕いて合わせられるかアプローチし

ていくのがいいんじゃないか（大宮町、男性） 

⚫ 今の時代と昔を合わせること（弥栄町、女性） 

⚫ イベントを開く際に学校にもお知らせしてもらう（大宮町、女性） 

⚫ 学校と企業の連携がスムーズに取れて様々な取り組みや企画が動き発信される場所

（久美浜町、女性） 

⚫ 高い教育（網野町、男性） 

⚫ 文化芸術に関する学校教育（峰山町、男性） 

⚫ 高い能力を持つ人を育てる（久美浜町、女性） 

⚫ 保育所などの年齢から文化に触れる機会を作り身近に感じられるようにし新しいユ

ニークな企画でイベントをする（網野町、男性） 

⚫ 文化についてよく知っている人たちがいろんな学校に訪れて子どもたちに伝承して

いく（久美浜町、女性） 

⚫ 芸能分野のプロによる指導（網野町、男性） 

⚫ 高校だけでなく小中学校でも芸術に触れられる機会があればいいと思います（網野

町、女性） 

⚫ 地域の小学校や中学校の生徒が文化芸術に触れる機会を増やす（網野町、男性） 

⚫ 学校での活動と地域の活動を結びつける。アーティストとの接触を多くする（網野町、

男性） 

⚫ 有名な人の展覧会を開く（久美浜町、女性） 

⚫ 手軽に体験できる場所を増やす（久美浜町、女性） 

⚫ 芸術に触れる機会を増やす（峰山町、男性） 

⚫ いろいろな文化に触れられる取り組みをする（久美浜町、男性） 
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⚫ 小中高校生の時からいろいろな文化に触れておくこと（－、女性） 

⚫ 今の若い子どもたちの希望を応援してあげること（丹後町、男性） 

⚫ 若い世代が実際に文化芸術に触れること（峰山町、女性） 

⚫ 文化芸術活動をたくさん行う（網野町、男性） 

⚫ 現在活躍されている方と交流できる機会を作る（大宮町、女性） 

⚫ 茶道や華道の体験できるものに積極的に取り組むこと（網野町、女性） 

⚫ 文化芸術を披露する場を多く求める（峰山町、男性） 

⚫ 若い人でも楽しめる新しいやつが欲しいです（久美浜町、男性） 

⚫ 若い世代の人たちがもっと文化をたしなむこと（網野町、女性） 

⚫ 若い人が文化に触れ興味を持ってもらえるようなイベントをすること（弥栄町、男性） 

⚫ 学校や地域などで文化芸術と関わる機会を増やしていく（久美浜町、女性） 

 

 

 

⚫ 環境を整えること（峰山町、女性） 

⚫ 環境を整える（網野町、女性） 

⚫ 環境をよくする。人が来たくなるようなまちにする（峰山町、女性） 

⚫ 施設を充実させたり団体との連携を増やす（大宮町、女性） 

⚫ 人を増やすために来やすいようなまちづくりを進める（網野町、女性） 

⚫ 文化財の活用（丹後町、男性） 

⚫ 古墳などを保存する（弥栄町、女性） 

⚫ 文化財や自然遺産を大切にする（峰山町、男性） 

⚫ ごみを拾う（弥栄町、男性） 

⚫ 町の清掃（峰山町、男性） 

⚫ ごみ問題を解決する（丹後町、女性） 

⚫ 地域の人がもっと地域のことについて知れればいいと思う（網野町、女性） 

⚫ もっと京丹後に住んでいる人が京丹後の文化を知る必要がある（大宮町、男性） 

⚫ 自分の住んでいる地域に誇りを持つこと（峰山町、女性） 

⚫ 関心を持つべきだと思う（その他、女性） 

⚫ 住民たちの意思が必要です（網野町、男性） 

⚫ みんなで協力すること（峰山町、男性） 

⚫ 守ろうとする気持ち（網野町、男性） 

 

 

 

⚫ 人口を増やす（大宮町、男性） 

「環境」「まちづくり」 

「人口を増やす」「観光客を増やす」 
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⚫ 人口を増やす（その他、女性） 

⚫ 人口が増えるような魅力的な町づくり（峰山町、男性） 

⚫ 若い人もたくさんイベントに参加したり今は厳しいけどほかの県からの観光客を増や

したりする（網野町、女性） 

⚫ 人口と知名度を上げる、増やす（網野町、男性） 

⚫ 人を増やす（峰山町、男性） 

⚫ 色んな人に京丹後市に来てもらう（峰山町、男性） 

⚫ たくさんの観光客に来てもらえるように町並みをきれいにしてそれを宣伝できるよう

にしたらいいと思います（弥栄町、女性） 

⚫ 観光客にきてもらえるようにもっと文化財をＰＲしていく（網野町、男性） 

⚫ コミュニティがある町にする（峰山町、男性） 

⚫ 地域の交流（峰山町、男性） 

⚫ 京丹後市の歴史を多くの人が知る（網野町、男性） 

⚫ 地域文化を自分たちが知る（久美浜町、女性） 

⚫ 観光客を増やすために自分たちが市の文化芸術をもっと知るべきだと思う（網野町、

女性） 

⚫ みんなが関心を持つ（網野町、男性） 

⚫ 一人一人の意識を高めていく（網野町、男性） 

⚫ たくさんの人が丹後の文化をもっと知って好きになっていく（弥栄町、女性） 

⚫ 人がよく通る場所に情報が知れるようなものを置く（その他、女性） 

⚫ 市民の目の付きやすい所に展示したりする（網野町、男性） 

⚫ 得意を見つけてそれを磨いて大きい所に出場できるようにする。木や森を大切に（網

野町、女性） 

⚫ 丹後ちりめんの多様な商品化。ほかに観光地や自然豊かな環境での経済面での活性

化（大宮町、男性） 

⚫ 丹後の良さ×良さで新しいものを作ってみたらおもしろそう。ちりめん×〇〇、方言×

〇〇、伝承×〇〇、七姫×〇〇、水産×〇〇（網野町、女性） 

⚫ スーパーフード（久美浜町、男性） 

⚫ 文化を守る委員を発達させる（峰山町、女性） 

⚫ 市民に回す回覧板などは写真を貼るなどもっと知ってもらう（大宮町、女性） 

⚫ 取組について宣伝したりポスターを作ったりする（峰山町、女性） 

⚫ 伝統ある祭りを続けていく（大宮町、女性） 

⚫ いろいろな伝統文化を広めてゆき親しむ町になったらいい（網野町、男性） 

⚫ もっと発展させていったらおもしろくなると思う（網野町、男性） 

⚫ 多くの取り組みを行うこと（網野町、女性） 

⚫ 今のままでいいです（大宮町、男性） 
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≪市民≫≪団体≫ 自由記載 

京都府丹後文化会館の主催事業や施設について 

 

 

 

⚫ 映画の回数を増やしてほしい（網野町、６０代、女性） 

⚫ オーケストラやコンサートを年に２回くらい企画してほしい（弥栄町、70代、女性） 

⚫ 子どもの発表会や丹吹、フェスティバルなどの催し物で楽しませてもらいました。今後

も興味のあるイベントがあれば参加したいと思います（峰山町、50代、女性） 

⚫ 中核拠点として頑張っておられると思いますが、日本の芸能人、有名人、グループア

ーティストの方の発表も見たいです（網野町、６０代、女性） 

⚫ コロナの前は映画を「次はどんな作品だろう」と気にしていましたが、最近はないので

寂しいです。また再開されたら、良心的な値段で良い映画の上映をしていただけるこ

とを楽しみにしています（峰山町、40代、女性） 

⚫ この施設は自分にとっては小中高と学習・趣味など発表の場として大切な場です。ま

た、子どもができてからも立場は変わりながらもやはり大切な場です。取り壊すのは

残念です。京丹後市にとっては大切な会館です。少年時代には人気アーティストも見

に行きました（弥栄町、４０代、男性） 

⚫ 小中学生の発表の場、成人式の場として、足を運びました。コロナのため、その発表も

ないのが残念です。ぜひ子どもたちに音楽の発表の場と観光地などを含み、鑑賞や

見学の機会を与えてもらい、文化に対する意識を子どもたちにこそ与えていただきた

い（久美浜町、60代、女性） 

⚫ 残念ながら京丹後市にはこのような場所がないので重要なところだと思います。これ

からもいろいろな映画、コンサートをお願いしたいです。来てくれるアーティストがあ

るかどうかわかりませんが・・・（峰山町、50代、女性） 

⚫ 歌舞伎観劇（文化芸術活動団体） 

⚫ ミュージカル、吹奏楽、映画（文化芸術活動団体） 

⚫ ロビーに日頃の練習の様子などの写真を飾ったり、楽しい作品を展示したり、文化団

体の活動を PRできると館全体が楽しい雰囲気になるのでは…（文化芸術活動団体） 

⚫ 舞台の奥行の大きさに驚きました。坂東玉三郎さんが来られた時も見栄えのする舞

台構えでほっとしました。その舞台を子どものピアノ発表会にも使わせてもらえる喜

びがある。様々なニーズにこたえてくれるのが嬉しい限りです（峰山町、４０代、女性） 

⚫ 丹後の文化の中心。丹後文化会館の役割は大きい。なくてはならない施設です（峰山

町、40代、女性） 

希望する公演・イベント 
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⚫ 大きな催しの時には必ず使用するので、今後も残していく必要があると思います。広

い芝生があるので遊具があれば子どもを遊ばせる場所にもなり利用頻度が上がるの

ではないかと思います。コロナ禍も相まって、今は特別なことがない限りは丹後文化

会館に行くことはほぼないです（弥栄町、30代、女性） 

⚫ 申し訳ないがスタッフ向上心も見られないし、毎回同じ舞台で変わり映えしない。他

の域からも「ここを使いたい！と思ってもらえる施設にしたい。新しい技術や新しい人

材も必ず必要になると思う。そうしないとお客は増えない。自信を持てるような丹後

を代表する文化会館にしたい。もったいない。ステージもどんどん変えないと、と思っ

ている。子どもたちに小さい時からいろいろ見せたい。リニューアルしてください（峰

山町、40代、女性） 

⚫ 小中学校の発表の場としても、とても価値あるもの（峰山町、30代、男性） 

⚫ 丹後文化会館ができたときは周辺に様々な文化的施設ができたらと期待していまし

たが、一般の民家が立ち並びインパクトが無くなりました。ほかの施設も分散して作ら

れ、まとまりというか、ゾーンというか、わかりにくい面があります。実際に京丹後市

の文化的ゾーンがどこか、わかりにくいでしょう？（大宮町、70代、男性） 

⚫ 施設については現状で十分では？ハコばかり作っても財政負担が増えるだけ（峰山

町、50代、男性） 

⚫ 豊岡のまねをせず、他のことにお金を使いましょう（峰山町、60代、男性） 

⚫ ６町時代はミュージック系アーティストのコンサートがあったが、京丹後市になってか

らはコンサート自体が皆無になったと感じます。コロナの影響もありますが以前のよ

うにコンサートを企画してほしい（弥栄町、６０代、男性） 

⚫ 開館以来、ずっと鑑賞してきました。当初は地方では見られないような作品に出合い

感激しましたが、近年は当地方のイベントばかりでがっかりです（峰山町、50代、男

性） 

⚫ 駐車場が遠く坂道も大変。昔は有名なシンガーも来ていた。ファンは田舎までも追い

かけコンサートに参加するので地域活性にもつながる（久美浜町、50代、女性） 

⚫ 丹後を代表する文化施設であり、今後の事業の活性化を期待しています。コロナ禍で

事業企画も難しいと思いますが、常に注目度の高い企画、市民ニーズに傾注していた

だきたいと思います（峰山町、60代、女性） 

⚫ 時代に応じた新しい事業を展開していただきたい（網野町、50代、女性） 

⚫ とてもいい施設だと思う。これからも、映画、劇、講演、公演など幅広く文化活動に取

り組んでいただきたい（峰山町、60代、男性） 

⚫ 文化芸能員が駐在するような美術館があればいいと思います（弥栄町、70代、男性） 

⚫ 京丹後市はほぼ同時期に祭りが開催されるので、他の地域の芸能が見られなかった。

「丹後の祭り」が文化会館で見られ、とても印象に残った（丹後町、40代、―） 
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⚫ 丹後文化会館は発表や鑑賞の場として重要な施設である。より一層の設備・機能の拡

充を望む。市民が利用しやすいような使用料設定を望む（弥栄町、60代、男性） 

⚫ 京丹後市にとって非常に重要で必要な施設。もう少し音響設備に力を入れてほしいと

思う（大宮町、70代、女性） 

⚫ 丹後にとって重要な施設だと思っています。地域文化のため、ずっとあり続けてほし

いと思う（大宮町、60代、女性） 

⚫ 市民であれば誰でも気楽に利用できる施設であってほしい。経済面で苦しいかもしれ

ないが、音響、照明など機器のできるだけ優れたものに切り替えていってほしい（峰

山町、50代、男性） 

⚫ 年に１度程度、超一流のアーティストを招致してはどうでしょうか。全国から追っかけ

の来るようなステージをして来客を増やし、同時に地元の展示も設けて地域のレベル

アップも図れたらいい（久美浜町、60代、男性） 

⚫ 必要不可欠の施設と認識している（丹後町、60代、男性） 

⚫ 継続は力なり。今までのがんばりに敬意を表する。近隣の住民への配慮を忘れずに。

（大宮町、60代、男性） 

⚫ 以前されていたようなサーカスなど普段は見られないようなイベントがあれば子ども

と行きたい。体育館でないと難しいかもしれないが相撲も間近で見られる機会があ

ればよい（大宮町、30代、女性） 

⚫ もっと有名人を呼んでほしい。ためになる講演会を開いてほしい（峰山町、40代、男

性） 

⚫ 市内に映画館がなく見たいときにはなかなか見られず、忘れた頃に上演されるよう

な気もします。予算の関係もあるのでしょうが、大きなスクリーンでもう少し気軽に鑑

賞したいです（大宮町、50代、女性） 

⚫ 発展・存続してほしい（峰山町、70代、男性） 

⚫ 舞台芸術だけでなく、例えば、結婚式場、お茶会などができる日本庭園もあり、丹後

の迎賓館的な施設が必要だと思います。駅にも近く、現在の場所で良いと思います

（久美浜町、70代、女性） 

⚫ 歌舞伎、落語、講話などを鑑賞したい。音楽のプロの演奏も年に何度も用意してほし

い（弥栄町、60代、女性） 

⚫ 文化人を呼んでの公演、コンサート（峰山町、50代、男性） 

⚫ 外国、国内の知られている生の演奏会（弥栄町、70代、女性） 

⚫ いろいろなイベントを（弥栄町、60代、男性） 

⚫ 大変重要な施設。今後も維持してほしい（網野町、70代、男性） 

⚫ 企画は普通。楽しい事業を続けてください（弥栄町、40代、男性） 

⚫ 米軍の演奏（峰山町、60代、女性） 

⚫ 歌手やミュージシャン（峰山町、50代、女性） 
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⚫ コンサートがたくさんあればうれしいです（久美浜町、40代、男性） 

⚫ ミュージカル、映画（峰山町、40代、女性）、 

⚫ ライブ、フェスの開催（峰山町、50代、男性） 

⚫ オーケストラ（網野町、70代、女性） 

⚫ ピアノの発表会（網野町、50代、女性） 

⚫ いろんなアーティストのコンサートを開催してほしい。子どもたちに京丹後の良さや自

慢できるものをアピールする機会を与えてほしい（峰山町、50代、女性） 

⚫ 京丹後には映画館がないため、話題になっているものだけでも定期的に行ってほし

い。ライブイベントを行ってほしい（峰山町、20代、女性） 

⚫ 以前のようにいろんなアーティストを招いてコンサートをしてほしい（大宮町、60代、

男性） 

⚫ 全国の有名高校の吹奏楽の演奏会を実施してほしい（久美浜町、40代、男性） 

⚫ もっと一流の人を呼んでほしい（大宮町、60代、女性） 

⚫ メジャーなアーティストを呼んでライブをしてほしい。規模が大きければ野外ライブも

よいと思う。人も集まってきて町おこしになる（丹後町、40代、男性） 

⚫ 目的を限定せずにあらゆることに活用（久美浜町、60代、男性） 

⚫ 景色のいい高台にあり京丹後市の憩いの施設として発展していくことを願う（文化芸

術活動団体） 

⚫ 夏の文化祭ステージバラエティに大正琴で随分出演させていただきました。皆気持ち

を一つにして一生懸命色々と努力したように思います。現在はコロナ禍で中止です

が、早く再開できるといいなと思っています。（文化芸術活動団体） 

⚫ 頑張ってほしい（文化芸術活動団体） 

⚫ あるからこそできた行事も多いはず（文化芸術活動団体） 

 

 

 

 

⚫ 何をしているのかわからない（網野町、40代、女性） 

⚫ 具体的な利用方法が知りたい（網野町、50代、女性） 

⚫ 何をしているのかわからない（弥栄町、30代、男性） 

⚫ ケロポンズのコンサートに行ったが、こども園からのチラシで知った。友の会も知らな

かった。事業をやっていることをあまり知らなかった（網野町、40代、女性） 

⚫ 情報が少ない（大宮町、40代、女性） 

⚫ 成人式以外に行く機会がない（大宮町、30代、女性） 

⚫ 人生の節目になる成人式で訪れた思い出のある場所だが、日常的には親しみが薄い

（峰山町、20代、女性） 

利用の機会がない 
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⚫ 成人式が一番知られているくらい。コロナ禍だし予算の問題もあるが、コロナ収束後

は何かやってほしい（大宮町、60代、男性） 

⚫ 展示や演劇が行われていること自体知らなかったので、チラシや SＮＳなどで宣伝し

たほうがいい。若い人たちはわざわざホームページを検索して見に行ったりすること

は少ないと思う（大宮町、20代、女性） 

⚫ どこにあるのかわからない。今回のアンケートで初めて丹後文化会館のことを調べて

知った（大宮町、30代、女性） 

⚫ 情報が入ってこないから参加していない（大宮町、70代、男性） 

⚫ 今まで利用したことがなく実態がわからない（網野町、70代、男性） 

⚫ 他県で生活してきたので丹後のことはよくわからない（久美浜町、30代、男性） 

⚫ 利用する立場になったことがないので設備面のことはよくわからない（大宮町、30

代、男性） 

⚫ どうすればもっと良くなるかわからないです（大宮町、６０代、女性） 

⚫ 老後に時間ができれば関心が起きるかも（大宮町、５０代、女性） 

⚫ 防災無線を無駄に使用しないでほしい。主催者側の自己満足で終わっていませんか。

市民の求めているものをしてほしい（丹後町、５０代、男性） 

⚫ SDGｓ内の範囲に収まるのか（峰山町、７０代、男性） 

⚫ 女性が趣味や趣向にお金を使うことに理解が得られない（網野町、５０代、女性） 

⚫ ３７歳子育て世代で、結婚を機に京丹後市へ引っ越してきました。もともと美術館を

巡ったりするのが好きです。子ども向けのイベントがあり始めて利用しようと考えまし

たが妊娠中でありコロナ禍でもあり断念しました。状況がよくなればどんどん利用し

たいと思っています。 

 

 

 

⚫ 階段が多くバリアフリーの所が少ない。車いす専用駐車場が少ない。座席が狭い。洋

式トイレかオストメイトやスロープなどバリアフリーに配慮してほしい（久美浜町、３０

代、女性） 

⚫ バリアフリー化を（久美浜町、７０代、女性） 

⚫ トイレが臭すぎ。きれいな洋式トイレにしてほしい（久美浜町、７０代、女性） 

⚫ どんな人でも使えるようにすべきでは？目が見えにくい人にも聞こえる工夫をして利

用できたらもっと良いのでは（久美浜町、６０代、男性） 

⚫ 駐車場が道を挟んで隣の山にあるので上り下りがあり、歩道もないことが困ります。

橋などで移動がスムーズにできるようにしてほしい。障害があっても行けるように障

害者チケットや移動サポートをおこなってほしい（久美浜町、４０代、男性） 

施設面で望むこと 
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⚫ 子どもたちが自転車で行きにくい坂の上にあり、使用しにくい事の大きな要因の一つ

ではないでしょうか（峰山町、４０代、男性） 

⚫ 身体障害者や妊娠されている方が訪れやすいような行事がいいと思います（久美浜

町、２０代、女性） 

⚫ 駐車場をふくみ、車移動がスムーズでない（丹後町、５０代、女性） 

⚫ 席は前後、横とも狭く、建物も長い坂の上にあり駐車場からも遠くとても不便です。

利用したくても行くのが気が重くなります（峰山町、４０代、女性） 

⚫ 駐車場が遠い。会場までの上り坂がきつい。周辺に何もない。トイレが古い。座席が狭

い。有名人にもっと来てほしい。実際問題として現状では無理だと思います（網野町、

４０代、女性） 

⚫ 施設の横の駐車場は停められる台数が少ないため、坂の下の大駐車場へ停めるのが

通常となっている。天気の悪い日や、幼児・高齢者連れの方は歩行が大変になってい

る。ホールの中の足元の照明を明るくしてほしい。洋式トイレにバリアフリー化を望み

ます。階段が多い。軽食コーナーがあればありがたい。照明を現代的に。エレクトーン

の発表会は音響も大切です。空調・換気を整備してほしい（峰山町、５０代、女性） 

⚫ 駐車場を広くしてほしい（弥栄町、５０代、男性） 

⚫ 駐車場から歩く距離があり、高台にあるため正直あまりいく気がしない。役場くらい

の立地ならと感じる（弥栄町、40代、男性） 

⚫ 駐車場が狭い。少し離れたところにあり坂道だし雨の日は結構きつい（久美浜町、６０

代、男性） 

⚫ 駐車場から橋を架け近くしてほしい（網野町、３０代、女性） 

⚫ 駐車場が近くに欲しい。映画の上演をしてほしい（久美浜町、６０代、女性） 

⚫ 駐車場の入り口がわかりにくい（久美浜町、70代、女性） 

⚫ 駐車場が遠い（丹後町、７０代、男性） 

⚫ なぜ、中核の拠点の文化会館前に丹海バスと丹鉄が横付けしないのか。なぜ、単独拠

点のようにあんな高い場所にぽつんと建っているのか。坂道を上るのがつらい（大宮

町、２０代、男性） 

⚫ 冬場、駐車場の雪をもう少し幅広くすかしてほしい（網野町、６０代、男性） 

⚫ 場所がわかりやすくいい所に。（久美浜町、７０代、男性） 

⚫ 施設前の駐車場が少ない。入口で乗り降りし遠くの駐車場に行けるルートを確保して

ほしい（峰山町、４０代、男性） 

⚫ 駐車場が遠いし狭い（丹後町、５０代、女性） 

⚫ 駐車場から遠い（峰山町、６０代、女性） 

⚫ 玄関先が狭い。大型バス車両がÙターンできない。バス停もない（丹後町、４０代、男

性） 
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⚫ 場所が不便で駐車場が狭い。行ったことがない人や使用したことがない人はいっぱ

いあります。場所は不便なところにあるし、駐車場は狭く第２駐車場は遠い。どれだけ

の人が認知して使用しているのかも疑問です。あそこしかないから仕方なくいくって

ことのような。いろいろなサークルなどの展示で使用する気になれない。そんな場所

は京丹後の中には私はありません（大宮町、５０代、女性） 

⚫ 久美浜からは交通の便が悪い（本数が少ない）。文化の催しに出席の人は少ない。何

をすれば活性化するのか不明（久美浜町、７０代、女性） 

⚫ 交通の便が悪い。（久美浜町、４０代、女性） 

⚫ 立地が良くないと思う。成人式や音楽会で利用したが場所がわかりづらい。坂がきつ

いと感じる。特に思うことは、成人式を行うタイミングを全国的に合わせるべき。昔は

雪が降るから３月開催になっているのだと聞いたが、今日ではもう関係ない。タイミ

ングが違うだけで若者は大きな違和感を覚える（大宮町、２０代、男性） 

⚫ 坂の上、駐車場遠い、交通の便が悪い、立地条件が悪い（大宮町、４０代、男性） 

⚫ 福知山までいかなければ映画が見られないので、遅れてでも見られるのは助かりま

す。施設は程よい広さと思いますが、駐車場が少なく、広い駐車場は距離があり不便

である。坂道の上り下りも徒歩ではとても・・・。娘の成人式の際は、雨と風で車の乗り

降りを道路上ですることになっており大変でした。京丹後市を象徴するようなバリア

フリーの素晴らしい施設を建ててください（網野町、５０代、女性） 

⚫ 駐車場から会館までが少し遠いので、高齢者は利用しづらいと思う。図書館は充実し

ているイメージ。立地的に少しわかりづらい。映画とか、フィルムを借りてどんどんす

ればいいと思う（網野町、３０代、女性） 

⚫ イベントがあっても高齢者は入口まで送迎しないと無理。送迎が頼めなければ参加も

できない。丹海バスに乗っても、バス停がないから駅から歩くのが無理。チケットの購

入も難しい。電話申し込みとか、郵送とか、シャトルバスのサービスがあればよい（弥

栄町、５０代、男性） 

⚫ 以前、催しに伺いました折、開園時間が近づいていて何とか間に合うかと楽しみにし

ていたら、私の前で駐車場がいっぱいになり、球場の駐車場へ行くようにと言われま

した。そこから歩き会場へ着くと始まる直前で出演者が入るからとしばらく外で待た

され、ようやく会場に入ると席があるかどうかわからないから休憩まで立見しまし

た。スタッフは折り畳み椅子に座っていたのに。つらく悲しい思い出です。それ以降１

人ではいけません（峰山町、６０代、女性） 

⚫ 人口減少が著しく、文化会館のような大規模な施設は不要です。高速道路が整備され

大阪・京都が近くなり、比較的容易に大阪・京都の立派な施設の文化芸術催事に触れ

ることが可能になった。維持費が多くかかり、利用者負担も安くなく、催事に対する入

込客も少ないという文化会館の存在を疑問視します。利用する側としても使いにくい

規模・料金です。廃館してもいいと思います。京都府の施設なので府が責任をもって
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最後まで面倒を見るべきです。市に移されても有効に使えません（弥栄町、６０代、女

性） 

⚫ 文化芸術の発表のみに利用する施設と考えるのではなく、図書館の併設（図書室など

小規模ではなく）や公園の併設など、普段から人の往来のある施設であるのが理想と

言える。また、震災記念館は歴史的にも文化芸術としても重要な建物なので、自由に

人が交流したり小規模のイベントがおこなえるよう改修していただきたい（弥栄町、３

０代、男性） 

⚫ 客席数がもっとあるといい（網野町、５０代、男性） 

⚫ 座席が狭い（大宮町、５０代、男性） 

⚫ 席と席の間が狭すぎる（峰山町、７０代、男性） 

⚫ 収容人数が中途半端。大規模イベントではキャパが小さく地元の創作者が使うには大

きすぎる（大宮町、６０代、男性） 

⚫ 皆が使いやすい施設であってほしい（久美浜町、６０代、女性） 

⚫ 座席が狭い（網野町、７０代、男性） 

⚫ もう少し大きく（１０００人くらい）建て替えが望ましい。トイレも洋式化（丹後町、７０

代、女性） 

⚫ もっと利用しやすいように大小さまざまなホールがあるといい（弥栄町、５０代、男性） 

⚫ 建物・設備が古い。冬は館内が寒い（網野町、５０代、男性） 

⚫ 老朽化しているはず。新しい丹後文化会館に建て直しましょう（峰山町、５０代、男性） 

⚫ 音響について少し考えていただきたい（網野町、６０代、女性） 

⚫ ステージが広ければと思います（峰山町、７０代、女性） 

⚫ 楽屋や練習室の広さ・数を見直していただきたい（峰山町、７０代、女性） 

⚫ 席の間に余裕を持たせる。女性用のトイレの増加。手すり・スロープ・多目的トイレの増

加（弥栄町、６０代、男性） 

⚫ 空調、楽屋、明るく使いやすく（峰山町、６０代、女性） 

⚫ 施設の充実（大宮町、６０代、男性） 

⚫ 使用料が安くなれば助かる（丹後町、６０代、男性） 

⚫ 現在は古くてＮＧ（丹後町、７０代、男性） 

⚫ 建物内が暗い印象。外観・内観を明るいものにすれば利用の機会も増えるのでは。文

化財や書物も置いてあるだけでは関心を持たせるのは難しいと思います（峰山町、４

０代、男性） 

⚫ コロナの影響で多くの制限が生じている。将来を見てどのような状況が生じても対応

できるよう施設内の改修をしておくべき（峰山町、７０代、男性） 

⚫ 今となっては少し貧弱な気がします。クラウドファンディングなどで新しい施設にして

ほしいです。一流の芸術に触れる機会を増やしてほしい。そのことで市民の文化芸術
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の一層のレベルアップが図られ、ひいては元気なまちづくりにつながる（久美浜町、６

０代、男性） 

⚫ 客席が狭い（文化芸術活動団体） 

⚫ 食事処、喫茶はダメ。もっと座席数を増やして（文化芸術活動団体） 

⚫ 音響が良いとは言えない（文化芸術活動団体） 

⚫ エレベーターがない（文化芸術活動団体） 

⚫ 施設が古くなってきており、控室や２階を新しくしてほしい（文化芸術活動団体） 

⚫ 他の施設のように大ホール、小ホールがあれば使い勝手がよくなる。駐車場が遠い。

内容が限られている。（文化芸術活動団体） 

⚫ 丹後文化会館での表演は格別な感覚で新鮮、緊張が感じられます。これからもそんな

存在であってほしい（文化芸術活動団体） 

⚫ 音響設備は素晴らしい（文化芸術活動団体） 

⚫ 定期的に改修されているが、座席数を増やしたり、席間を広げたり、バリアフリー化を

進めお客さんに優しい会館に（文化芸術活動団体） 

⚫ 施設ができた頃は素晴らしい建物だったと思います。年数が過ぎ、老朽化となってい

る面があります。トイレ、玄関口の間取りが直してほしい所があります。（文化芸術活動

団体） 

⚫ 文化会館のおかげで身近にできることがありがたい。建物の改修・更新が必要（文化

芸術活動団体） 

⚫ 使用料の面でなかなか使用できない。文化祭などで特別枠があれば使いやすいかも

（文化芸術活動団体） 

⚫ 施設の老朽化、特にトイレが劣悪。イメージダウンの最たるもの。高台にあるのも好ま

しくない。平地が望ましい。一級の舞台公演や芸術が少ない。お金をかけてでも世界

の一級芸術が鑑賞したい（文化芸術活動団体） 

⚫ 駐車場が近くに少ししかないし、子どもや高齢者には坂道があって利用しにくい。出

演するときには衣装などの荷物を運ぶのに苦労する（文化芸術活動団体） 

⚫ 駅から遠い（文化芸術活動団体） 

⚫ イベントに対し、各地域から送迎バス（有料で良い）を発着できるようにすれば、交通

手段のない人でも参加できる（文化芸術活動団体） 

⚫ 駐車場と会館が離れていて、夜が怖い（文化芸術活動団体） 

⚫ 大駐車場の便が悪い。解決のために橋を渡す（文化芸術活動団体） 

⚫ 駐車場と館が離れていて雨や雪の日は大変つらい。地下駐車場が出来れば。ロビーを

文化作品展示活用に。（文化芸術活動団体） 

⚫ 駐車場が遠すぎる（文化芸術活動団体） 

⚫ 駐車スペースが遠い（文化芸術活動団体） 

⚫ 会館の近くに広い駐車場が必要（文化芸術活動団体） 
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⚫ 芸術文化を鑑賞できる有難い施設だと思っています（文化芸術活動団体） 

⚫ 当会館が地域文化の中核としてある事に異論はない。より良い施設を望むのは誰し

も思うが、入れ物の問題はこの次だ。その利用、運用が主であって、どんな立派な施

設を作っても、その使い方が悪ければ意味がない。（文化芸術活動団体） 

⚫ 練習をするときに舞台を貸していただくとかでかしていただけると利用者側もうれし

いし、太鼓の貸し出しサービスなどもあればいいなと思う。（文化芸術活動団体） 

⚫ 立地もいいし今後も丹後の文化の中心として残してほしい。そろそろリニューアルし

てもっと明るいイメージに（文化芸術活動団体） 

⚫ とても大切な場所もっと市民が活用しやすいように開放してほしい。建物も古くなっ

て来ていてそれを維持するために、安い使用料で大勢の人に活用してもらうなど、賃

料が高いのも一因だと思う。（文化芸術活動団体） 

⚫ 2市 2町が一つになり「京都府丹後文化ホール」の新設立をすることにより、丹後の

文化を全国に周知をすることにより、丹後がより一層発展するのではないか。（文化

芸術活動団体） 

⚫ 丹後文化会館は私たちにとって文化芸術の拠点としてなくしてはならない施設です。

この施設があることを誇りに思っています。（文化芸術活動団体） 

⚫ 地域文化の中核拠点として役割を果たしていると思います。多様な企画をお願いしま

す。（文化芸術活動団体） 

⚫ 小さいホールで音響もいいので、有名な音楽、芸能が身近に観られる、聴けるという

のを、もっと他地域にアピールすればいい（文化芸術活動団体） 

 

 

≪市民≫≪団体≫ 自由記載 

文化芸術振興について 

 

 

 

⚫ 施設を建設することは後々保存など大変だと思うので、すばらしい自然を利用して融

合させた会場をつくるなど、ハコモノにこだわりすぎないほうがいいと思います（大

宮町、50代、女性） 

⚫ 昔は映画館も峰山町に複数ありましたがなくなり寂しいです。映画は豊岡まで見に行

っています。もっと身近なところにあるといいです。地域公民館の使用料など現在の

ように無料または安価にしてほしいです。文化会館を建て替えるか耐震工事の必要が

あると聞きました。お金はかかると思いますがぜひお願いしたいです、地元の住民が

主催する朝市などにも使わせていただきたいです。旧五箇保育所が何も利用されな

いで放置されています（峰山町、60代、男性） 

施設 
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⚫ 文化会館は年に2度ほど子どものピアノ発表会で行くことがありますが、大きな駐車

場が離れているので、特に雨の日などは不便だと思います（大宮町、30代、女性） 

⚫ 施設のことで、子どもの用のトイレ、大人と一緒に入れるようにベビーカーも一緒に

入れるとありがたい（網野町、40代、女性） 

⚫ 天文台があったらうれしい。ジオパークは興味深い。子どもの頃、すぐ近くの震災記念

館に図書館があってすごく良かった。今は仕事に追われて本を読む習慣もなくなって

しまったが、本が身近にある生活は文化的だと思う。40 代 50 代は仕事や責任が重

くのしかかり地域のまつりさえも負担に思う。引退したらいろいろやってみたい（峰山

町、50代、男性） 

⚫ 市民同士が交流しあえる発表の場が必要だと感じる。図書館の質（蔵書）が低く感じ

る。府立図書館から取り寄せることが可能な書籍は良いが、禁帯出の本が借りられな

い。閉架の目録リストが欲しい。題名を知っていないとネット検索できない。図書館に

訪れても偶然の出会いがない（丹後町、40代、―） 

⚫ 丹後文化会館は、発表会や文化祭などでよく利用した思い出があります。文化芸術は

人の心や生活に彩を与えるものだと思いますので、この丹後の地からいろんな形で

発信していってほしい。子ども達に本物の芸術を鑑賞させてあげられる機会が増えれ

ばいいなと願っています（大宮町、40代、女性） 

⚫ 子どもがいる人も利用しやすいようにしてほしい（弥栄町、20代、女性） 

⚫ 文化芸術振興のために施設を整備することは良いですが、市の施設を管理業者に管

理を委託した場合、現在のやり方は少し納得がいきません。もう少し管理業者を指導

監督して利用者側に立って考えてほしい。管理を委託した後は一切お任せで市は無関

係ですというようにしか見えない。市の施設は市民が気持ちよく利用できるよう考え

てほしい（網野町、70代、男性） 

⚫ 高齢者や小さい子どもがいる人など、万人が利用しやすいように、休憩の椅子があっ

たり、授乳室やおむつ交換ができる環境が整っていると催しに参加してみようという

気持ちになる。また、催しを開くとなると移動して集まる必要があるので、高齢者が増

えている状況からみても、公共交通機関を使って会場へ行けるように環境整備され

ていないと難しいと思います（弥栄町、30代、女性） 

⚫ 警官もよく都会からの交通の便もよくなりつつある。建物展示場を作るだけでなく楽

しさを実感できる体験型施設があればいいと思う（久美浜町、50代、女性） 

⚫ 音響設備が良く 2000人のキャパがあればメジャーなアーティストも来てくれると思

う。人が集まってくれば JR も京丹後までくる。今の京丹後は廃れていると非常に感

じます。小さくまとまりすぎている。まちを劇的に変えてほしいです（丹後町、40 代、

男性） 

⚫ 興味はあるが、情報が少ない、郷の廃校は駐車スペースもあるのでもっと利用したほ

うが良い。まだ新しいのでもったいない。いろんな人が使いやすいスペースとして貸
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し出ししてほしい。親子行事などで使わせてほしい（網野町、40代、女性） 

⚫ 市内の施設が年々子どもかお年寄り中心に利用しやすい方向になっていて、税金を

納めている年齢の利用はあまりできないようになっている気がする。魅力のないとこ

ろに住み続けるのも考えものだ。活動場所は必要ないと思う人もいると思うが、興味

のない人にとってはお金をかけるのはムダとしか思えない。働いている人が利用でき

る場所や時間を少しは考えてほしい。お役所の感覚にはズレがあると思う（峰山町、

50代、女性） 

⚫ 京丹後市の中には不自由な方々がいます。そういった方々も入れて遠慮のない市に

なれば文化にも進んでいけると思った（久美浜町、60代、男性） 

⚫ 今後人口減少が明らかな中で、大きな施設の整備が優先されることは望みません。た

だし、地元材を使って市民も一緒に DIY しながら自分たちで修理・管理しやすいコミ

ュニティー拠点があれば集いやすく愛着を持てるように思う。歴史の蓄積が深いまち

で親しみやすく記録が整理されているアーカイブ機能・・・。現代の暮らしに沿った象

徴商品の事業化。この 2 点によって京丹後の文化に集まる 20 代はまだ増やせると

感じます（峰山町、20代、女性） 

⚫ 大きなイベントは丹後文化会館、小規模は震災記念館、としてすみわけを行い、それぞ

れ人が普段から往来できるよう、丹後文化会館には図書館には公演を併設しつつ、震

災記念館には地域の若者やアーティストが集う場となるよう改修するのが望ましい

（弥栄町、30代、男性） 

⚫ 大宮 IC の出口に京丹後市を紹介する道の駅もない。意見もあったようだが、他町の

反対があり結局どこにもできないまま。高速の出口である大宮町で京丹後市のコマー

シャルやお土産の紹介や販売をする。すべてのまちの良いところを発信して、ロード

マップやアプリで見られたりする、自分の行きたいまちや場所に行けて、その場所で

楽しみ、お土産を買える。そして帰りに買い忘れたお土産を道の駅で買えたりしたら、

今度は京丹後のどこへ行こうかと考えてたくさんの人が来てもらえる。そうなったら、

人口も増えてどの町も潤い、京丹後市のいいところを発信していけるのではないでし

ょうか。文化芸術の振興と言いますが、住んで楽しい言って楽しい、とならないと。海

も山も人も、大好きな京丹後市がこれからも良い市となってほしい（大宮町、50 代、

女性） 

⚫ 現在ある資料館や保管されている資料にお金をかけて整備し、芸術的なものや地域

の文化芸術を発信する（丹後町 50代、女性） 

⚫ 和久傳美術館のような民間施設を市内全域に建てる。行政が財政面を含め支援する

（久美浜町、60代、男性） 

⚫ 市に美術館がない。名画を市民の方へ鑑賞してもらい、心を養ってもらいたい。五感

も。心豊かになってほしい（丹後町、60代、男性） 

⚫ 統廃合された保育所、小中学校に設置されたピアノを有効に活用して、公共施設への
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ピアノ設置など広げてほしい。丹後のアマチュア、文化芸術団体、サークルの自主的活

動と発表の場の計画に対して規模に応じた助成金制度をつくり活用しやすいものに

してほしい。若者が丹後に帰って文化芸術活動が活発にできる環境づくりが必要。ロ

ックバンドや太鼓サークルなどが周りに気兼ねなく練習できる防音施設の練習場や小

規模の発表会場の設置など（峰山町、70代、男性） 

⚫ 自然史博物館を設立し、丹後半島の動植物などを展示し標本庫の充実をしてほしい

（丹後町、60代、男性） 

⚫ 足の具合が悪いので、文化会館の坂道が歩けなくて何も見に行くことができない（丹

後町、70代、女性） 

⚫ 誰もが行きやすい施設があれば、文化芸術の振興になると思います。コンサートや演

劇、漫才、落語、絵本の読み聞かせ、子ども向けの歌やダンス、誰もが楽しめるものを

月に数回やることで、足を運ぶ回数が増えるのだと思います。車がない人にシャトル

バスがあればいいと思う。山や海など自然豊かな京丹後、ここに住み続けたいと思う

若者が増えるためにも、映画やコンサートに行くのに数時間かかるのではなく身近な

ところで楽しめる施設があることは若者の定着につながる（網野町、50代、女性） 

⚫ 丹後の人が楽しく参加する者から本格的なものまで、発表できるところって丹後文化

会館しかないと思います。唯一の場所なのにもっと改善して素敵な場所にしてほしい。

大胆に変える。廃れていく前にもっと子どもや若い人が活用してくれるように人が集

まるまちに。文化会館付近に合宿所をつくるとか市外からも人が流れ入ってきてつい

でに少し刊行してくれたり指導者が下見に来たりそんなふうになりたい（峰山町、40

代、女性） 

⚫ 大きなスクリーンで映画を見たい。四季のようなミュージカルを見たい。プロでもアマ

でもコンサートを多く開催してほしい。我々は文化に飢えている。美術作品も見たい。

丹後地方の情報発信もしてほしい。峰山庁舎及びその周辺があまりにも汚く清潔でな

い。雑草だらけである。京丹後市のシンボルの 1つである市役所を他市町の人が見た

とき、文化レベルの低さを感じるのではないかと思う（峰山町、60代、女性） 

⚫ 高齢者、障害のある方など、誰もが利用しやすいトイレの見直しが必要ではないか（峰

山町、70代、女性） 

⚫ 京丹後市の身の丈からちょっと背伸びした文化活動のインフラ整備を期待します。配

信とか経済効果はその先にあるものだと考えます（大宮町、60代、男性） 

⚫ 海を利用した観光施設の充実（網野町、40代、男性） 

⚫ 文化会館は目的を絞らずにあらゆることに活用してもらいたい（久美浜町、60 代、男

性） 

⚫ 学生の頃以降、文化会館を利用したことがありません。映画などはネットで配信され

るので、生でしか見ることができないような芸術作品があれば利用したいです（丹後

町、40代、女性） 
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⚫ 特定の人の目線だけでなく、病気で制限されたりするいろいろな人の立場の目線も

必要。そう考えれば、今の京丹後市はいろいろな面で遅れているとつくづく思う（久美

浜町、30代、女性） 

⚫ 京丹後は博物館や資料館が少なく遠出しなくてはならない。丹後の文化芸術は時折

でよいので展示してほしい。また、昔のおもちゃ等子ども時代の遊びなど資料館の一

部に触れて遊べるような場所も欲しい。兵庫県のおもちゃ館とかジオパーク展示場と

か、あればよいと思います（網野町、70代、女性） 

⚫ 文化芸術は人の心を豊かにして、魅力あるまちづくり、ひとづくりに役立つと思いま

すが、豊かな魅力あるまちづくりには、経済・福祉・教育とさまざまなことがバランス

が取れて向上していくことが大切かと思います。余りにも多くの使用していない公共

施設が気になる。廃墟と化したいくつもの小中学校や保育所の建物がひどく老朽化し

みすぼらしく一部は野生の動物の住みかとなり、不衛生だったりと気になります。そ

ういう施設を活かすか更地にしないと、京丹後を訪れる人に魅力ある市と感じてもら

えないし、何より、住民は朽ちていくだけの建物を日々見ながらなんとか利用できな

いかと、心が豊かになるどころかむなしくなります。管理する課をまたいだ取組が必

要だと思う（弥栄町、50代、女性） 

 

 

 

⚫ 田舎ゆえに本物が観られる機会がなかなかありません。京都市内まで行けばと言わ

れても行ける人ばかりでもありません。チケット代が高額だと芸術に触れたくても触

れられない人もあります。敷居を高くしないで文化に触れられるようなことが理想で

す（網野町、50代、女性） 

⚫ かつて NHK のアナウンサーである下重暁子さんの講演が峰山でありました。今でも

記憶に残っています。一流の方の講演を望みます（峰山町、70代、男性） 

⚫ 児童や青少年に文化に触れる機会を作っていただきたいです。文化事業に触れる機

会が少ないからか、丹後の人は文化芸術への価値（代金）への認識が弱いように思い

ます。その価値を伝えていくことで、文化会館の事業に多くの方が参加するようにな

ることを願います。企画されても利用者が少ないことが残念です（峰山町、40 代、女

性） 

⚫ 京丹後市ではなかなか文化芸術に親しむことができません。大阪や京都などの地域

に行くことになります。子どもの時から芸術に親しめるようになれば、豊かな人に近

づくこともできると思います。市の文化はもとより、日本・世界の文化芸術が身近に

あることはとてもすばらしいと思います（網野町、40代、女性） 

⚫ 一番は、生の芸術に触れること。子ども達には早くから味あわせてやりたい（大宮町、

60代、男性） 

本物に触れる 
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⚫ 若者だけでなく、子ども（1 歳～）の芸術に触れる催しがあれば参加したい。例えば絵

の原画展など（弥栄町、30代、女性） 

⚫ 学童期の段階でもっと丹後の文化芸術に触れさせる。授業の一環で体験させる（峰山

町、50代、女性） 

⚫ 小中学生が大人になるまでに文化芸術に触れ親しむことができる取組や環境整備を

（大宮町、40代、男性） 

⚫ 誰でも花火を眺めるがごとく簡単に触れられる仕組みを（弥栄町、50代、男性） 

⚫ 文化芸術により、生活に新たな楽しみが持てるそんなまちになってほしい（大宮町、

50代、男性） 

⚫ 市民が質の高い文化芸術に触れられるような気カウを多数開催される市になってほ

しい（網野町、50代、女性） 

⚫ 本物の芸術をもっといろいろと呼んでほしい（古典芸能、ミュージカル、コンサート）（ 

峰山町、70代、女性） 

⚫ 年とともにだんだん遠くまで出かけることが少なくなり、このまちでいろいろなプロ

の方の芸術の鑑賞ができれば嬉しいです。楽しみにしています（弥栄町、60代、女性） 

⚫ サークル等の案内を見つけていて、市内にあるサークルのジャンルが偏っているよう

に感じます。色々な分野に興味を持ちながら、仲間を集めることが出来ず、活動でき

ない分野の人を応援するようなことはできないものでしょうか（久美浜町、60 代、男

性） 

⚫ 誰もが気軽に参加できる、又は利用できる環境作り。ジャンルにとらわれないイベント、

施設利用の誘致（峰山町、40代、男性） 

⚫ 街角で生演奏に出会い、人の集まる施設に市民の作品が展示してある。文化活動の

風を感じる街。文化芸術の趣味を持っている方は身近にたくさんいらっしゃいます。

発表をするための敷居をいかに下げるかが課題かと思う。有名無名、匿名、発表でき

る作品の量、質にかかわらず、発表できる場所の提供。自薦他薦の拾い上げと場所の

調整。街角野外常設小規模舞台（日除け、雨除けの屋根と照明と電源）の充実が有れ

ば、高齢化の街も多少華やぐような気がします（大宮町、50代、男性） 

⚫ 文化芸術と言うと、とても固いイメージがある。もっと気軽に警察の音楽隊、自衛隊

の音楽隊などふれあいコンサート的に招致し、市民が気軽に身近に親しめることが望

みです。いきなり「日本芸能の権威○○の講話です」と呼び掛けても興味が出ません。

それより「関西の笑いの伝統、吉本新喜劇が来る」となった方が興味が出ます。とにか

く、身近に気軽に演劇等がみられると良いと思います（大宮町、30代、男性） 

⚫ ラテン・モダンダンスは年齢問わず参加できます（弥栄町、70代、男性） 

⚫ スタッフ等としての参加には躊躇するが鑑賞するのは好きです。オープンな環境とフ

レンドリーな雰囲気で客を迎えてくださるともっと芸術、文化に気軽に参加できると

思います。知人・友人には気軽に応対する運営の方をよく見かけるが、一見客には冷
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たい態度をされると、一緒の他町の文化祭などに行くと言われることがあります（網

野町、50代、女性） 

⚫ 私の年代では、今後鑑賞の方が多いと思いますが、その費用も重要です。出来るだけ

参加利用しやすいのが望みです（丹後町、70代、女性） 

⚫ ジャンルが多いので、一言では言えませんが、古い伝統や歴史よりもこれから先、人

が集まる方法を考えたほうが良いと思う。例えばですが、今のコロナ問題はさておき、

屋外で何万人も集まる音楽ライブフェスのようなものをする。暑い夏の熱いイベント

のような感じ。また自然豊かな場所なので、映画やドラマ、ＰＶの撮影場所としてどん

どん提供するとか。アニメの聖地なんかもよいのではないのでしょうか（網野町、40

代、男性） 

⚫ 専門図書の充実（網野町、40代、男性） 

⚫ 図書館に子供向けになりますが、「かこさとし」さんの本、絵本、価格に関する本を多

数揃えてはどうでしょうか。大人も楽しい発見があると思います（久美浜町、50 代、

女性） 

⚫ あまり背伸びをせずにこの地域に相応の小さく産んで大きくそだてていくこと。地道

にやってほしい（網野町、70代、男性） 

⚫ 近くに映画館がないので、小規模でもあると嬉しい。マンドリンという楽器をやってい

るので、そういう楽団があると参加できていいなと思う。（吹奏楽とか合唱が多いイメ

ージ）（大宮町、20代、女性） 

⚫ 大都市ではないため文化芸術を作り上げていくことが困難ではあるがそれでも努力

していってほしい（弥栄町、40代、男性） 

⚫ 文化サークル活動、講座を多彩に園芸教室、郷土料理教室など（弥栄町、60代、男性） 

⚫ 文化芸術の振興は元気な多様性あふれたまちづくりには欠かせません。コロナもあと

少しで落ち着くと思いますので、いまのうちにしっかりとした振興策を作ってくださ

い。著名人（芸能人含む）を呼んだ時は、例えば前日に必ず市民との交流会へのさん

かを義務付けるような契約をするとかはいかがでしょうか。他市町ではあります（久

美浜町、60代、男性） 

⚫ 京都市にいたころは応募してもなかなか参加できないことも多かったのですが、こ知

らでは参加できます。この規模の自治体にしてはとても充実して幅広い（バリエーショ

ンのある）催しをしてくださっているのがありがたいです（峰山町、40代、女性） 

⚫ 転勤で京丹後市にやってきているため、ずっと住むことを考えていないこともあり、

なかなか文化芸術にふれる機会がない。広報誌がポストに入らないため（アパートの

ため広報を自分で取りに行く必要がある）今、市内でどんなことがやられているかふ

れる機会がない。若い人は文化芸術に興味を示さない人が多いと思う。インスタなど

活用し周知する必要がある。文化芸術は一部の人に偏りがちになってしまう。そうい

ったところからも市としてどれだけ税金を入れていくか課題が多いのかなと思って
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います（大宮町、30代、女性） 

⚫ ６０才を超えたころから、時間的にもゆとりが出来、色々なサークル、公民館活動に参

加しています。色々選べて充実していると思います。役に立つことはあまり出来ませ

んが老後を楽しませてもらいます。（体操、オカリナ、グラスアートに参加しています）

（峰山町、60代、女性） 

⚫ こじんまりでもいいので、絵画にふれる機会が増えたらいいなと思っています。田舎

で生まれ育ち、一番身近にあるメディアが図書の本だったので、充実した本棚を希望

します。子どもたち（小中学生）が好奇心の湧くようなものをお願いします（久美浜町、

40代、女性） 

⚫ スポーツとかなら自分で参加できて、おまけにタダ又は、低料金というイメージがあ

る。けれど、文化芸術となると、参加するには簡単にできない（上手になるにな時間が

かかるしお金もかかる）というイメージがある。このイメージの差をなくすことが、新

興のための近道ではないでしょうか（峰山町、60代、女性） 

⚫ 文化芸術は京丹後市が京丹後市であるがために重要な要素であり、継承していく必

要がある。市民の再認識と継承のため必要な政策や情報発信が肝要。地域の郷土芸

能の継承し、市の指定文化財の適切な維持管理、画家小牧源太郎記念館の設置（弥栄

町、60代、男性） 

⚫ 年齢別で囲碁や将棋大会を催す（峰山町、30代、男性） 

⚫ 自然を大事にしてほしい（網野町、60代、女性） 

⚫ いろいろなジャンルの催しを期待します（峰山町、50代、女性） 

⚫ 文化、芸術家の移住に適した地域、環境づくり（久美浜町、70代、男性） 

⚫ 今後もいろいろな企画を楽しみにしている（峰山町、40代、女性） 

⚫ 参加してよかったと思えるような活動がいいです。年齢もあり気力的に難しいです

（久美浜町、70代、女性） 

⚫ 芸術が生活とともにあることは、生きる喜びと深くつながっていると思います。どん

な立場、状態にある人にも、その光が届いてほしい。行政はいろいりな壁や敷居を作

らず、振興を行ってください（久美浜町、60代、女性） 

⚫ 豊岡市との協力関係を密にして、豊岡で行われている質の高い演劇やアートを京丹

後市でも鑑賞できるとうれしい。京丹後市内在住のアーティストの助言をもって個性

的な文化芸術の振興を考えていただきたい。行政が考えるとありきたりのつまらな

いものになってしまいがちだと思う（久美浜町、60代、女性） 

⚫ 少しでもよくなるまちづくりにプラスになることを感じていきたい（網野町、50 代、

女性） 

⚫ 文化芸術もいいけど、現実的なものへの目を向けて欲しい。子どもたちが少なく登校

の距離も安全の為と大人のルールで投稿させている毎日。5～10 分で登校できる者

と 40 分以上もかけて投稿する者。現状をしっかり見極めて協力してやってほしい！
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大宮北保育所のスクールバスも多く利用している人と、たった 1～2 人で移動してい

るのを見ると、ギャップ有りすぎ。地域の差がひどすぎ・教育委員におねがいしても、

安全の為とのこと。大人が一度でもランドセルを背負い、歩いてみてやって欲しい。子

供を守ってやって欲しい（大宮町、60代、男性） 

⚫ 興味がないために回答に悩んだ（網野町、40代、男性） 

⚫ いろいろな部署からアンケート依頼が来ますが、一度でも結果発表した広報等をみた

ことが無い。役所内のその時々の担当者の任期内のみの集計が引き継がれているの

かが疑問である。ま、予算が無いので無理はいつもの回答。じゃ、なぜムダ金使ってア

ンケートをとるのか？（大宮町、20代、男性） 

⚫ 道も海もゴミだらけ。教育の力で何とかしてください（久美浜町、60代、女性） 

⚫ 高齢者なので関われない（大宮町、70代、男性） 

⚫ 人口の多いベビーブーム時代の意見はマーケティングにおいて大切ですが、未来の事

を考えると、若い方に意見をたくさん聞かれた方がいいかと。選挙の票を気にして、

その年代の喜ぶ政策を考えるより、自分の子、孫が楽しく暮らせるようにしたい。アナ

ログな人達に、これから先のデジタルの世界を生きていく話を聞いてもムダじゃない

かと（弥栄町、40代、男性） 

⚫ 昔の立派な建物も、考えてみれば下々の人々の犠牲の上にできたものが多いと思い

ます。「衣食足りて礼節を知る」ではないけれど、あまり関心のない私等は二の次三の

次。まあ物によりけりかも知れませんが、文化芸術の振興や文化芸術をあまり派手に

前面に出すのはいかがなものかと思います（網野町、60代、女性） 

⚫ 市民アンケートとても良い事だと思いますが、まず関係者の方々の希望や意見の吸い

上げは行っておられるのでしょうか？現状把握、課題そして未来に何をしていきたい

のか？を京丹後市として発信していかなければ市民のためにならないのではないか

と思います。ＳＮＳ等も活用し、より良い京丹後に。市民と一緒になって作り上げるこ

とができたらと思います（網野町、30代、女性） 

⚫ このアンケートは 75 歳以上の方には必要ないのでは。私自身、車の免許をいつ返上

しようかと迷っています、そうすれば交通手段がありません。コロナ禍において人と人

とのつながりの大切さが地球上全の人々が痛いほどわかったと思います。そんな中

での人々の心を豊かにする文化や芸術が受け継がれていくことを切に願います（大宮

町、70代、女性） 

⚫ 情報がないから関心がない（大宮町、50代、男性） 

⚫ 急に”文化芸術振興”と言われても…という感じ。このアンケートに何の意味があるか

分からない。いつアンケート結果が公表されるのか…。市民抽出 2000 人の意見で

必要か不要かが動くのであれば不安である。「文化会館が不要だ」をとなればなくな

るのですか？そもそも年間、どれくらいの維持費ですか？興味のない者からすればど

うでもいい。施設の利用受付対応の態度とかなんとかしてほしい。横柄です。それで
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は文化芸術は広がらない（弥栄町、30代、男性） 

⚫ 若い頃は、映画や吹奏楽に行きましたが、近年は足が悪くなり趣味の花と野菜作りで

精一杯で、足が向きません（大宮町、70代、女性） 

⚫ 上や周りから言われて行うのではなく本当に考えていますか（丹後町、50代、男性） 

⚫ デジタル化の中でこのようなアンケートを取ることに時代ズレを感じる。丹後文化会

館などの箱物は保守管理費人件費の無駄遣い。財政を見直すべし。過疎化は必須、文

化芸術で市財政救えるか。（峰山町、70代、男性） 

⚫ 文化芸術はスポーツ等と並んでとても大切な事だと思いますが、私は近年ちょっとし

た事故で足を痛め病院通いに忙しく参加することが出来ません。悪しからずお許しく

ださい（網野町、70代、女性） 

⚫ コロナ禍の中での集まることの制限などで、何か遠ざかっていくようである。もっと

もっと文化芸術が目の当たりにあり近いことが大切ではないかと思う。又、文化芸術、

スポーツ等のイベント事業に、コロナの問題もそうだが、何か事があれば再開される

までに随分時間がかかり、忘れたころに再開されることが多い。そうではなく、行政な

り施設の方で配慮の手立てを講じて実施を長引かせないことも関心を引くための手

立てではないかと思う。市民に忘れ去られることの無いようにすることも大切（久美

浜町、70代、男性） 

⚫ 文化芸術は自然に興るものであって、行政が経費をかけて取り組むものではないと

思います。必要最小限のかかわり方で良いと思います。文化芸術は民間の力に任せた

方がいいと思います。市が力を入れて施策を進めると、義務のような取組、義務のよ

うな文化活動となります。（文化祭への出品、出展の負担など）ましてや、財政が厳し

い中、文化芸術よりも大切な施策、力を入れる施策があると思います。スポーツ振興

もしかりです。力を入れすぐ手もあまり意味が無いと思われます（弥栄町、60 代、女

性） 

⚫ 旧 6 町に残る古代史は国の歴史にしても重要なものと存じます。地元民への啓蒙が

重要ではないかと思います。小中学生にしっかり伝えてもらいたいです（網野町、50

代、男性） 

⚫ 地域の祭りに多くの予算をやってください（網野町、60代、男性） 

⚫ 広報誌などで紹介していってほしい（久美浜町、70代、男性） 

⚫ ビールのＣＭに丹後が出てきて、県外でしているが、故郷を思い出すいいきっかけと

なった。今日はパソコンがあれば何でもできる。18 歳の高校生がヒットソングを作っ

ている。（全国的に）私は、大学生になって都会に出てから知ることが多くあった。もう

インターネットがあり都会と田舎の区別もなくなる。勝負の世界ではないが、そのよう

な感覚を町にも持ち込むことができればもっと若者の可能性も引き出せる。有名人

を出すことが全てではないと思うが、それによって丹後に明るいニュースが生まれる

ことを祈っています（大宮町、20代、男性） 
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⚫ 文化芸術に大いに盛り上がっていただきたい。ただ、きっとこのままでは盛り上がっ

ても一時に終わるだろうと思います。それは盛り上がるための人が少なすぎるからで

す。これは市だけの責任ではないと思いますし、盛り上げていく活動も、もちろん大事

ですが、なんにしても人がいないとはじまらない。単発的に良いものが出来て、人が

他府県から集まるとしても、それはわざわざ集めるという事であり、最初から人が多

ければ勝手に集まるし勝手に盛り上がるし、人だけでなく、お金の流れも出来るし、理

想としてそうなって欲しいと思います。その為に町の構造から見直してほしいと思っ

ています。例えば近年病院が新しい建物になったり、学校、幼稚園が統廃合したりあり

ましたが、そういったタイミングで駅の近くに大勢が使用する施設を近づけて欲しか

ったです。今やっている町の形は、今の街にあわせたやり方であって、もっと先の１０

年後２０年後を構想して町を作って頂きたいです。なぜ、駅の近くかと言うと、ことご

とく、どこの田舎の町も、賑やかな場所と駅の場所が離れています。逆に都会の町は

ことごとく、駅から町が広がっているのです。田舎は車社会ですが、それは町側がそう

してしまっているからです。駅から町が広がる町づくりが出来れば、列車を利用する

人も増え、駅が賑わえば駅の周りに店が出来、雇用も生まれ、人の流出もすくなくな

っていく。人が集まれば企業が集まり、個人の収入も上がる。それとも田舎は田舎で

あるべきなのでしょうか？私は家の都合もあり、これからも京丹後市に住み続けるで

しょうが、何のしがらみがなければこんな田舎から出て、都会に住みます。それはいろ

んな交通手段があり施設があり、給料の格差からも逃れて平均年収も上がるからで

す。田舎も残すものは残しつつ、町は発展していくべきだと思います。そのためには駅

から広がる町づくり、もしくは現状の賑わっている部分に駅をもうけるところからで

はと考えます。それが文化芸術の真の未来の姿になると私は考えます。若しくは駅の

周りに企業誘致を。（大宮町、30代、男性） 

⚫ 様々な資源、人材をさらに活用し、生き生きと過ごせるまちづくり望む（網野町、40

代、男性） 

⚫ 丹後は良い場所だなあと思い出したのは成人してから、しかし、今でも丹後の良い所

は？と聞かれると「食べ物と海が良いよ」くらいのぼんやりとしたことしか言えない。

丹後ちりめんの何がいいのか、すごいのか、丹後の古墳は大阪の大仙古墳と何が違っ

てどう価値があるのか、何も刻まれていないと感じる。具体性に欠けるので「丹後は

海があるけど、京都市内みたいにこれといって…」と何だか自信が無いようなことを

言ってしまう。私は陶芸をするものなので、出土した土器やそれらがどこの地層を使

い、どこで焼いたかなどは非常に興味がある。もしかしたら、丹後の土や木や金属で、

丹後の焼き物がつくれたならと思うとワクワクする。作ってみたい（網野町、20 代、

女性） 

⚫ 文化は金なり＝貧困の社会では文化は発展しない。経済が豊かになることが文化の

発展になる（丹後町、60代、女性） 
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⚫ 地域秋祭りに関して、子どもの減少等、秋祭りが出来なくなりますので、何か補助等

を考えて欲しい（大宮町、60代、男性） 

⚫ 市民全員に広く深く文化芸術に興味を持ち、催しがあれば大勢に参加してもらいたい

です。丹後の良さに気づきしっかり立って欲しいです。ただイベントの内容、参加者の

様々に少しでも寄り添い対応してより多くの人たち、老若男女の笑顔が見たいです。

一部の人たちにしか知られなかったり、行きたくても迷惑がかかるとか、アンケートの

中でも何度も書かせていただいたように駐車場があっても駐車場からあるけないの

で 1人では参加できない。子供を連れて行けない等々、何とか行きたいと思う人達が

平等に参加出来る楽しめる形をとっていただきたいと願います。それと今、無理をし

て和室を作ろうとせず、既存の素晴らしい建物が各町に存在しているので、いい形で

利用させていただくほうが昔ながらの日本建築の素晴らしさ体験でき、目にも体にも

感動があると思います。協力していただける方があればですが、昔ながらの良さも体

験してほしいです。理想ばかり言っているように思われるかもしれませんが、1 つでも

かなうことを願います。（峰山町、60代、女性） 

⚫ 文化芸術によって観光客を呼び込めること！歴史のある京丹後市であるから。（丹後

町、70代、男性） 

⚫ もともと京丹後市出身であり、一度京都市、大阪市へ出てから、今年に帰ってきまし

た。今思うとそもそも京丹後市の有名な文化芸術、京丹後市が推しているものって何

かぱっと出てこない印象。個人的には広く浅く文化振興するよりは狭く深く進攻すべ

きと思う。将来的にいろんなことが出来る街になればいいなーととても思っています。

コロナ禍で動きづらいですが、観光業には力を入れて、インバウンド、観光客が増える

ような事業、催しを支援してもらえたらなあと感じます。そうすれば京丹後市の活性

化（移住者の増加、消費の増加）にもつながる。変化を恐れず色んなことを変えて、今

こそ新たな京丹後市を創っていくチャンスだと思います。（網野町、30代、女性） 

⚫ 丹後の民話、または丹後地方の周辺の昔の民話（但馬、丹波、若狭等の近畿北部）昔話

の本がまとめて見られる、出版本を出して、民話の館を作って子どもたちが楽しめた

らいい。寸劇か人形劇、アニメなどで永久に保存できる団体が出来て、先人からの言

い伝えを未来の丹後人にも知ってほしい。民話にはいっぱい良い話がある！最近の

テレビアニメは、SF が多過ぎる。AI だとかロボット、ドローンでの攻撃、幼い子供に

は不向き、小学生や中学生は面白いだろうが、大人になってから攻撃する様な人間に

はなってほしくない。民話を幼い時から見て読んで、人間味のある大人になればいい。

（久美浜町、40代、男性） 

⚫ 高齢者が多い中、お互いにふれあい手軽にできる文化芸術活動を展開してほしい。

（網野町、70代、男性） 

⚫ 京丹後市の伝統（伝承や古墳、ちりめん）などを現代風にアレンジしてＳＮＳに発信して

いくのが良いと思う。（アニメやユーチューブ）丹後七姫も可愛いアニメキャラ風にし
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て設定も構築した上で、一本ストーリーを作ったら面白そう。丹後七姫は絶対他には

ない題材として使えると思うので、メディア展開しやすそうだと思います（大宮町、

20代、女性） 

⚫ 児童や学生が興味をもてるようなイベント（今はとても難しいですが）設備があればよ

いと思う。現在は SNS等で ITの美展もあるので、情報ツールを活用した取り組みが

出来れば面白いと思います。私はアナログ人間なので書物が良いです。年齢を重ねて

価値観捉え方、思考は変わりますが、地元の歴史、文化から供用を得て深めて行ける

と幸いと思います。40年住んでいても知らないことはたくさんあり、魅力がある京丹

後市になるといいですね（峰山町、40代、男性） 

⚫ （今はコロナで難しいが）①趣味を通じて集うことができる場がたくさんあるとよい。

②海外からの留学生や旅行者を増やして、SNS で発信してもらう（文化、自然の素晴

らしさ、身近にあって住民である私たちが見過ごしているもの）③体験型文化芸術ツ

アー。ジョギングコース、サイクリングコース、ウォーキングコースなど、整備すればも

っと人は集められる。同時に文化関係もセットで案内してしまう（網野町、50代、男性） 

⚫ 市の支援のもと、子どもたちに習い事として体験させたい。体験や短期コースなど、

初めのきっかけが作りやすいと良い。学校からも案内をもらってくるが、内容がいま

いち分からず紙のムダ。気になる教室などを調べようとするがＨＰなど情報も乏しく、

はじめの一歩とはならない、とても残念。（大宮町、40代、女性） 

⚫ 京丹後市の歴史や文化、言葉を大切に子供たちに伝える事（久美浜町、60代、男性） 

⚫ 移住者が増え、地域活性化にもつながっていると思う。U ターンで地元に帰ってくる

人には何もないように感じる。大学や専門学校などで出て行った若者が、将来京丹後

市に帰ってきたいと思えるような環境作りがとても大切だと思います。地元民を大切

にする町にしてこそ、移住者の方々に魅力を与えることができる。（弥栄町、30代、男

性） 

⚫ 若者の気を引くような文化芸術を模索（峰山町、70代、女性） 

⚫ 文化的な公演やイベントを多彩に開催していただき、市内はもちろん、市外からも参

加してもらい、京丹後市に来てもらう機会を作り、京丹後市を知ってもらえたら良い

と思う。これからも期待しています。（峰山町、50代、女性） 

 

 

 

 

 

 


