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 第２回京丹後市文化財保存活用地域計画協議会 

会 議 録 

 

 

Ⅰ 日 時：令和４年１月 31 日（月）10：00～12:10 

 

Ⅱ 場 所：大宮庁舎第２・３会議室 および オンライン 

 

Ⅲ 出席者および欠席者： 

【出席者】 

協議会委員  ：中江 吉徳委員、菱田 哲郎会長、東 昇委員、上杉 和央委員、松原 典孝委員、

藤田 泰弘委員、増田 俊彦委員、中村 秀雄委員、池田 香代子委員、丸田 智代

子副会長、飯島 徹委員、小林 朝子委員、水口 政弘委員、森 正委員 

オブザーバー ：観光振興課 大江 裕、商工振興課 島貫 博志、政策企画課 松本 晃治、生涯

学習課 川村 義輝、京都府立丹後郷土資料館、宮津市教育委員会事務局社会教育

係、伊根町教育委員会事務局社会教育課、舞鶴市市民環境部文化振興課、福知山市

地域振興部文化・スポーツ推進課、京都府立丹後郷土資料館 

事務局    ：松本 明彦、引野 雅文、新谷 勝行、岡林 峰夫、奥 勇介、關 善之 

コンサルタント：宮前 洋一、宮前 保子、渡邊 萌木 

【欠席者】 

協議会委員  ：友松 祐也委員 

オブザーバー ：与謝野町教育委員会事務局社会教育課 

事務局    ：藤田 智子 

 

Ⅳ 次第： 

１．開会 

２．議事 

（１）第１回協議会における協議内容ついて 

（２）保存及び活用分科会の設置について 

（３）歴史文化の特徴について 

（４）将来像及び基本目標について 

（５）保存・活用の課題、方針について 

３．その他 

４．閉会 

 

Ⅳ 傍聴人  0 人 
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Ⅴ 資料 

・委員名簿 

・資料１   第１回協議会における委員等からの指摘事項と対応 

・資料２ 京丹後市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱（改正） 

  附 保存分科会委員（案）及び活用分科会委員（案） 

・資料３ 京丹後市文化財保存活用地域計画素案（第３章） 

・資料４ 京丹後市文化財保存活用地域計画素案（第４章） 

・資料５ 京丹後市文化財保存活用地域計画 措置一覧表（案） 

・参考資料１ 京丹後市文化財保存活用地域計画素案（序章～第２章） 

・参考資料２ 地域計画作成スケジュール 

・参考資料３ 京丹後市文化財保存活用地域計画の目次案 

・参考資料４ 地区アンケートについて 

 

Ⅵ 議事要旨 

１．開会 

京丹後市教育委員会教育長 松本明彦 あいさつ 

 皆様おはようございます。本日はご多用の所、また、京都府に蔓延防止措置等が適応される状況の

中、第２回京丹後市文化財保存活用地域計画協議会にご出席頂き誠にありがとうございます。昨年 11

月 22 日に開催した第１回の協議会では、文化財保存活用地域計画の内容について非常に多くのご意

見を頂きました。本協議会のもとに分科会を設置し、より深い議論を行うことについてもご了解頂い

たところです。本日の協議会では、前回の協議内容を踏まえ、まず、保存分科会・活用分科会の内容

についてご検討頂こうと思っております。次に、計画の中で、最も重要な内容と位置づけられる第３

章の京丹後市の歴史文化の特徴について、案を基にご意見を頂きたいと考えております。そして最後

に、今後歴史文化の保存、さらには活用を進めていく上での将来像・方向性・方針についてご検討頂

き、次回以降の具体的な措置の検討につなげていきたいと考えています。本日も多くの議題がありま

すが、委員の皆様の忌憚のないご意見を頂きますとともに、地域計画による様々な取り組みに対して、

ご理解・ご協力をお願い申し上げまして、開会のあいさつとさせて頂きます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

会長 あいさつ 

 皆様おはようございます。本日も議論を重ねて、より良い法定計画として認定されることを目指し

ていきたいと思います。忌憚のないご意見を頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

（１）第１回協議会における協議内容ついて 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：何かご質問・ご意見はありますでしょうか。 

（質問・意見なし） 
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会長 ：参考資料１の序章・第 1 章・第 2 章につきまして、お気づきの点がありましたら、２月９日

（水）までに事務局までご連絡をお願いいたします。 

 

（２）保存及び活用分科会の設置について 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：何かご質問・ご意見はありますでしょうか。 

（質問・意見なし） 

 

（３）歴史文化の特徴について 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：前回の議論での意見をなるべく拾い上げ、内容を修正されています。特に、久美浜には日本

の中でも非常に傑出した海の代官所というべきものがあるというご指摘や、中世の山城に関

するご意見が反映されています。全国で色々な市町村が地域計画を作っていますが、歴史文

化の特徴が金太郎飴のようになるのは良くないので、このまちは一体どこが特徴なのかとい

うことがきちんと示される必要があります。京丹後市においては、日本海に突き出た丹後半

島こそが歴史文化の特徴を表していると思うので、前面に出していきたいと思います。キャ

ッチコピーも含め、今後より洗練させていくことが必要になると思いますが、第 3 章の歴史

文化の特徴について、ご意見・ご質問等はありますでしょうか。特に近世の部分について、

何か補足があればお願いいたします。 

委員 ：海の代官所ということで、久美浜代官所には関連の史跡も多いので、追加して頂きました。

関連する神谷神社文書について、現在京都府立大学で整理しているところであり、そうした

部分も含めて活用を検討していければと思いご提案させて頂きました。 

会長 ：古文書等はあまり目につきにくいですが、ストーリーを構成する重要な役割を果たしている

文化財だということかと思います。 

委員 ：丹後の人間にとって忘れてはならない丹後大震災や三八豪雪のことを取り上げて頂いていま

す。また、戦争のことについても取り上げられており、総合的に良く書かれているなと感心

しております。「４－３ 四季を彩る食文化と日本海とともに生きる知恵」に関する意見で

す。よく言われている丹後の食文化の特色については良く書かれていると思います。ただし、

うどんに関する扱いがまるっきりありません。今はほとんど忘れ去られたか、かなり年を取

っている方が記憶の中にあるだけかもしれませんが、多くの家に「うどん皿」という共通の

文化があります。これはなにかというと、もてなしの文化です。仏事・祭事等、客を呼ぶと

きのもてなしの道具として残っています。また、山村部では、そばの文化があります。旧６

町の中で、そばの文化を持っているのは野間の地域だと思います。焼き畑があって、そこで

そばを蒔いて収穫して、そばを作っていました。コンビニ等がないような時代は、そばを食

べようと思ったら野間のそばを食べたということがあります。現在の食文化については良く

書かれていると思いますが、かつての食文化や山村の食文化については書かれていないこと

を残念に思います。山村の文化は、焼き畑の文化が基本にあり、そこから展開しているとい

うことが書かれていると良いと思いました。 

事務局：うどんに関しては、私もこちらに来た頃に経験があります。最初に住んだ地区では、葬式の
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時に仕上げでうどんを食べるということがあり、隣組で行っていました。山村のそばの文化

についても今回あまり押さえきれていない部分の一つです。野間については、大正時代の野

間村郷土史や京丹後市史の民俗でも一部の村の聞き取りを行っていますが、そばの詳しい聞

き取りは出来ていないので、反映できるかどうかもち帰って検討します。 

会長 ：行事食は重要な文化財ですので、是非評価して頂きたいと思います。廃村になっている村も

多いので、どういうものがあったかということを今の時点で見つめ直すことが大事だと思い

ます。 

委員 ：68 ページで温泉について、「火山活動の影響を受けた」と書いてありますが、火山活動はも

う収束しているので、「地熱の影響を受けた」の方が良いと思います。山陰地方の温泉は基

本的に地熱の影響を受けています。88 ページの京丹後市略年表の旧石器以前の部分には、「大

陸のマグマ活動」と「大陸の火山活動」がありますが、地球学的にこのふたつは同じことを

指すのでどちらかで良いと思います。また、「丹後半島の特異な地形の形成」が旧石器以前

に位置付けられており、それはそれで良いと思いますが、現在進行形で地形が変形している

ので、表現を工夫して頂ければと思います。例えば北丹後地震でも地形が変わっています。 

会長 ：年表を見ていて思ったのですが、最近の研究で、旧石器の上野遺跡は近畿圏では一番古くな

りそうです。近畿一円でも一番古いということをはっきり書いても良いのではないかと思い

ます。 

委員 ：丹後ちりめんの部分で触れたほうが良いか、芸能か分かりませんが、峰山には金比羅神社の

裏側に新地という地区がありました。平成の初めまで、現役の芸妓さんがいて、芸者置き場

がある非常に珍しい地域でした。峰山町は、人口当たりの飲み屋・飲食店が非常に多かった

ことも、ひとつの特徴ではないかと思います。京都との付き合いの中で出来てきたことでは

ないかと思いますので、是非触れて頂ければと思います。 

会長 ：新地の文化は非常に大事で、宮津市でも非常に評価されています。神戸市でも、神戸市遺産

の最初に有馬芸妓が挙げられています。京丹後市では、ちりめんと関わって生まれた文化だ

と思いますので一文入れて頂きたいと思います。 

委員 ：70 ページの「丹後半島の風土を活かした多彩な暮らし」に関する意見です。今は間人ガニが

有名になっていますが、丹後半島沖はジオパーク的にも暖流と寒流が交わるところで優秀な

漁場があります。中浜地区等をみると、一本釣りの優れた技術があります。当時は漁師にな

らないと稼げない、他の職業はつくものではないというぐらいで、子どもの頃から海に出て 

漁法を学んでいました。優秀な漁場ということで、今も竹野神社に漁師さんたちが色々なところから

参りきていますが、昔、檀家ごと丹後半島で漁業をやるために移住してきたという歴史があ

ります。中浜地区に、お寺がなぜこんなに多いのか地域の人に聞くと、檀家ごと移住したと

いう話です。今はさびれてしまい避難港になっていますが、そうしたかつての歴史から、現

在の間人漁協や塩江の定置網漁業とかのストーリーが語られると、観光的にワクワク感が出

て、観光客に訴える京丹後市らしさが出るのではないかと思います。浜詰遺跡の出土品を見

ても、黒鮑が出土していますが、全国で養殖が難しい黒鮑が、京都府で養殖できるような研

究が進んでいます。漁業にもう少し特化して、昔と今を比べて頂けたらありがたいと思いま

した。 

会長 ：お寺の歴史や出土遺物の中にも漁業にまつわる様々な歴史文化があり、その歴史を評価して

ほしいということだと思います。古代の里資料館の展示にも関わってくるのではないかと思

いますので、江戸時代頃からの漁業の歴史を振り返り、様々な文化財が漁業と関わっている
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ということが分かるように、もう少し工夫して頂きたいと思います。 

事務局：檀家ごと丹後に移住してきたという話は全く知らなかったので、大変面白いなとお聞きして

いました。宇川地区の上山寺は実は隠岐島から移ってきたという伝承があり、その話につな

がるのではないかと思いました。特に経ヶ岬を境にして、西側は隠岐島等との関りが強いと

いう京都府立大学の歴史文化論叢にも書かれている「経ヶ岬難所論」の部分にも関わってく

ると思います。今後深堀りしていきたいと思います。 

委員 ：丹後杜氏も、漁師の四季折々の仕事と暮らしのなかから生まれてきたものです。 

事務局：丹後織物工業組合に話を聞いたときにも、冬場、外に出られなくて農業も出来ないから、ち

りめんが副業で栄えたと聞きました。気候的な条件を受けて、漁業でも同じような副業の文

化があることを実感しました。 

会長 ：漁業の話は、丹後郷土資料館の学芸員が熱心にやっているので話を聞いてみても良いかと思

います。 

委員 ：平地のお地蔵さんが抜けていないでしょうか。みの笠を着せたお地蔵さんです。 

事務局：京都府下一と言われているお地蔵さんですが、ストーリーのどこにはめるのかが大変難しい

文化財です。江戸時代の文政百姓一揆に関わると伝わっているものであるので、誇れるもの

であるのは確かなので検討させて頂きます。 

会長 ：場所はどこにあるのでしょうか。 

事務局：与謝野町との境にある上常吉という地域です。風俗的にも確かに面白いもので、冬になると、

かつては「こも着せ」と言っていましたが、今は「みの着せ」といって、みのをかける風習

があります。高さは 5.0m ほどある巨大な石仏です。文政百姓一揆の主導者が上常吉の出身

で、その方の慰霊のために江戸時代後期につくられたと言い伝えられているものであり、市

の指定文化財にもなっています。 

会長 ：委員の意見でもあった山村の話と関わらせてもいいのではないでしょうか。少し遠いでしょ

うか。 

委員 ：山村ではないかと思います。なかなか難しい地域ではあると思います。山村文化が残ってい

る所ではありますが、専業の猟師がいるような地域です。もう少し山深いところはたくさん

あるので、山村とは言いづらいかと思います。先ほど出てきた中浜・袖志・経ヶ岬沖一帯は

京都府の中でも特殊な、丹後の漁業をけん引したような地域だと思います。そういう意味で

は重要な地域だと思います。 

委員 ：文化財の範疇に入るか分かりませんが、丹後弁は取り上げられないのでしょうか。京都のこ

とばとも違うし、イントネーションが標準語に近かったりする等、色々な特徴があると思い

ます。そうした特徴をまとめた文献はみたことがないので、何らかの形でまとめて頂けると

良いと思います。 

事務局：方言の関係について、歴史文化の特徴の中では取り上げていません。第２章のこれまでの文

化財調査の概要の中では書かないといけない内容だと認識しています。京丹後市としては、

京丹後市史資料編『京丹後市の伝承・方言』の中で、かつて網野町で井上正一氏が作成した

「網野町の方言」を採録しています。その後、「丹後・東海地方のことばと文化の研究事業」

を実施し、名古屋弁と丹後弁のイントネーションが近いということを使った交流事業の際に、

丹後弁の特徴を取り上げています。イントネーションが標準語に近いというのが丹後半島の

特徴で、宮津に行くと関西弁に近いという特徴があるそうです。丹後半島の中でも、熊野郡、

つまり久美浜町に行くと若干違い、豊岡に近いそうです。竹野郡・中郡が一番丹後弁のコア
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な部分として取り上げて報告されています。大きな特徴としては、二重母音といって、母音

が続くと、「みゃあ」とか「にゃあ」とかに変わるということです。そこが、名古屋弁と少

し似通っているということが報告されています。第３章で取り上げられるかはすぐに判断で

きませんが検討します。 

会長 ：方言は重要な文化の要素ですので、どう取り扱うかは大きな課題になるかと思います。様々

な地域計画に携わっておられる委員もおられますが、地域計画の中で方言をどのように扱う

のか、ヒントがあれば教えて頂きたいと思います。 

委員 ：方言を歴史文化やストーリーの中で、大きく位置付けたという市町村に関係したことはあり

ません。方言に触れるとしたら１－２になると思いますが、ボリュームが大きいので、１－

２を海と山に分解しても良いと思います。竹野郡は丹後の方言が強いというような、方言が

地域の中でも少しずつ違うという部分を記しても良いのではと思います。また、名古屋との

交流は活用の先行事例で、大変面白いと思いました。 

委員 ：移住して７年になります。私自身、こちらに移住してきて、かばんや靴にカビが生えるとい

う湿度の高さにかなり驚きました。丹後は湿度が高いから撚糸が出来たという話や、お酒や

醤油の酵母が育つのも湿度の高さゆえだということを聞いたことがあります。科学的な根拠

があるのかはわかりませんが、そういわれている方が多いと実感しています。「うらにし」

のことは書かれていますが、湿度のことは書かれていないと思いました。また、これまで他

の市町に旅行に行ったり、移住希望者の人を案内したりする中で、ハウスメーカーに侵され

ず、杉板張りの昔ながらの家で人々が暮らしている景色が丹後の特徴だと感じています。特

に海側だと、潮風に耐えうるような杉板張りの家がすごく残っていて、それを活用して暮ら

しているという町並みが素晴らしいなと思います。海側でも山側でも田の字型の家が、わざ

わざ残しているのではなく、日常の中で残っているということが丹後の魅力の一つだと感じ

ています。家が古くなったときに、サイディングの家が新しく建つのではなく、杉板張りの

家を建て直すとか、そうした意識になればいいなと思います。 

事務局：丹後織物工業組合に話を聞いたときに、絶対条件ではないけれど、湿度が低いと糸が切れや

すいので高い方が好ましい、という意見を頂きました。しかし、それが主要因でちりめんが

広がったわけではなく、どちらかというと冬場の副業といったところで発展したと思うとい

うご意見を頂きました。酒造り等に関しては全く聞き取りが出来ておらず分からない部分で

ため、湿度が高いことと何か関係があるのかは即答ができません。ただ、酒蔵が多いという

ことは事実で、丹後杜氏として出稼ぎに出られるだけではなく、実際に丹後で酒造りをされ

ている方は大変多いという印象を受けています。また、家の話がありましたが、民家に関し

ては京丹後市史の編さん事業の中で、漁村集落でも山の集落でも田の字型があるということ

が、市の特徴として挙げられています。元々は三間取りといって三つの部屋で、そこから発

展して四つ間取り・田の字型になったという経過が出ています。海側に行くと土地が少ない

場合があるので、少し簡略化して家をつくるというのが漁村集落の家の特徴であるというこ

とが、市史の中では挙げられています。家の外壁に杉板張りが多いのは確かにその通りだと

思います。細かいところまではかけていませんが、１－２では民家について若干触れていま

す。そうした文化財が今でも息づいているというという気付きは、長年過ごしているとなく

なっている部分であり、ご発言の中で印象に残りました。 

会長 ：１軒 2 軒が残っている場合は建造物として重要だということになりますが、使われながら総

体として残っているという場合は、文化的景観として評価ができると思います。今後、重要
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文化的景観の選定等も目指して、丹後らしい暮らしと風景を残すことにつなげていけたら良

いのではと思います。 

事務局：移住して使って頂くことでも、古い建物が活かされることにつながるということを文化庁の

調査官が以前話されていました。なるべく丹後の古くからある民家に移住して活用して頂く

ことを、今後措置として検討していきたいと思います。 

会長 ：今後検討される措置と関連して第３章がどこまで書かれているかが大切になります。 

事務局：第 3 章の書きぶりについて、難しくないか、もう少し分かりやすくしたほうが良いかどうか

について、ご意見を頂きたいです。 

委員 ：第３章に書かれているストーリーは長く、分からないと思います。例えば移住者の方に、「こ

れを読んでもらったら分かります。」とはならないと思います。第１章で歴史や自然の概況

を詳しく書いて、第３章はもう少しストーリー性を持たせて措置につながるように書くのが

良いと思います。たくさん文化財の名前を入れようとされていますが、全部入れてしまうと

専門的になってしまうので、伝えたいという思いを優先して頂ければと思います。67 ページ

の各タイトルについて、すごく説明的で長いと思います。例えば、「日本海に突き出た大陸

からの玄関口」は「海の玄関口」でもいいし、「中世に花開いた仏教文化」だと中世以前が

漏れてしまうので「花開いた仏教文化」で良いと思います。また、「日本海とともに生きる

知恵」は「半島と生きる」の方が良いような気がします。全体的に専門的になっているので、

市民・移住者・観光客にも知ってもらうためのキャッチフレーズと考えたときにもう少し工

夫をしたほうが良いと思いました。もうひとつ、先ほどの湿度の件は面白いと思います。第

１章に湿度のデータが掲載されていないので追加してほしいと思います。湿度が色々な生活

や生業に関わるということが十分に検討されていないということは、現状の課題なので、そ

のことに関する措置を設定して、例えば、カビ生やし大会をやってみるとかすると、面白く

なるのではないかと思います。第１章でデータを提示して、今後、肌感覚を検証していくと

いう措置に繋げたられたらいいと思います。 

会長 ：大宮売神社の資料を調査する中で、酒造りの歴史は本当に古いのではないかと思っています。

なぜそこで古くから酒を造るのかというのは、環境や気候からだと思いますが、そういう気

付きを措置の中に入れて、文化財を守り伝えていくことにつなげることは大事だと思います。

第３章のキャッチコピーについては説明口調なので、もう少し通りのいいものを今後考えて

いかなければいけないと思います。 

事務局：序章から第２章までと併せて、第３章についても２月初旬までにご意見があればご連絡をお

願いいたします。その後、分科会での議論も踏まえて、修正をしていければと思います。 

 

（４）将来像及び基本目標について 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：将来像が「輝きの古代から煌めきの未来へ」となっているので、基本目標も光に徹底したほ

うがいいのではないでしょうか。例えば基本目標１は「歴史文化を輝かせ」や「歴史文化を

光らせ」にするとか、基本目標２は「歴史文化の光を活かし」とするほうが将来像と合うの

ではないかと思います。観光という言葉自身が光を観るという字面であり、歴史文化が光輝

くもので、観光に資するものであるというストーリーの方が良いのではないかと思います。 

委員 ：具体的に何年か先にどうなっていたいかということを、将来像やビジョンという言葉は表し
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ていると思います。我々商工会では、それが達成されるために具体的にどういう目標を立て

るかという考え方をします。５年先、10 年先に誰が文化財をどうしているか、どのように文

化財が活用されているかというイメージを将来像に書くべきではないかと思います。先日、

国立科学博物館のホームページを見ると、博物館の中をヴァーチャルで歩いて各展示を見る

ことができ、非常に面白いと思いました。加えて、非常に感心したのは、自分が海で撮った

魚の写真等を博物館に送ると、アーカイブとして保存してもらえるという取り組みです。今

後の、ひとつの文化財の保存・活用の形として面白いと思いました。京丹後市の各部署が様々

な措置に取り組まれるのでしょうが、それをまとめ上げるイメージがあまり見えません。文

化財が豊富化されていく姿が、ひとつのビジョンとしてあってもいいのではと思いました。

また、文言として抽象度を上げすぎると伝わりにくいと思います。 

会長 ：具体的なビジョンを積み上げて、最終的に抽象化するという作業の進め方が良い気がします。

須田区には太刀が出て非常に有名な湯舟坂２号墳という古墳があり、その 40 周年のプロジ

ェクトを行いました。写真を撮り直して地域で展示をしたり、シンポジウムを開催したりし

ました。これは、地域の方と一緒に取り組んだものです。40 年経過して埋もれてしまった遺

跡に光を当てて、こんなに重要だったんだということを子ども達にも知ってもらい、また外

からも遺跡に訪れてもらいたいということです。子ども達も含めて、地域の人たちが誇りに

思えるものに、恒常的に活用していきたいという思いがあります。そのためには調査を継続

し、活用メニューも続けていかなければなりません。遺跡を文化資源化して、地域の中で使

っていけるようなものにしていきたいと思います。将来を担っていく京丹後市の若手職員を

中心に少しずつ地域にテコ入れして、なるべく自律的に文化財を活用できるような仕組みを

つくり、それを相互につなぐところまで行けたら一番いいと思います。外部から見学に来た

人も、ひとつの地域を見て、次の地域みてという様につなげてみていけるようになれば、か

なり歴史文化の活用が図れるのではないかと思います。どこも少子化で大変な状況ではあり

ますが、地域の取り組みをひとつでもふたつでも増やしていければいいなと思います。人が

入ってくると光るということを実感しており、光ることで見に行こうという人が増えてくる

と思います。 

委員 ：ビジョンがあり、そのために適切な措置があって、それに関するルートが示してあるのが計

画であるというさきほどのご発言に大変賛同します。そうした視点で 89 ページを見たとき

に、将来像と基本目標が何年後の設定かを確認しておかなければいけないと思います。計画

期間は５年間ですが、将来像も５年後の姿なのでしょうか。それとも、例えば将来像は 30

年後で、今回の地域計画は第１期計画という位置づけなのでしょうか。また、将来像の実現

のための基本目標が全て、「○○のまちづくり」というのは少しぼやかしすぎており、もう

少し具体的にしないといけないと思います。また、第６章の方針ももう少し具体的にしなけ

れば、伝わらない気がします。将来像が何年先を見据えているのかご提示頂きたいと思いま

す。 

事務局：基本的には５年間の計画です。ただし、大枠は改定後もあまり大きく変えることはないので、

将来像の設定はもう少し長期でもいいと思います。委員が関わられた市町村では、長期で考

えるところが多いのでしょうか。計画期間で考えるところが多いのでしょうか。 

委員 ： 計画期間自体は 10 年の計画が多いのですが、将来像はもう少し長期に設定する市町村が多

いと感じています。商工会のような経済活動の計画は、10 年後それなりに変わることがある

かと思いますが、文化財の場合には大きなスパンで考えないと、磨くものも磨けないと思い
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ます。５年後の将来像というのはあまりふさわしくなく、やや長期の将来像とするのが良い

のではと思います。ただし、そこに向けての目標や方針は具体的にしておかないといけない

と思います。 

事務局：将来像に関しては長期的な見方で整理して、基本目標・方針は５年ごとに見直していくとい

うような考え方でいきたいと思います。 

会長 ：長期的に目指す姿がゴールだと思うので、そのゴールとその下の目標は当然違ってきます。

そこをもう少し分かりやすく書くべきだと思います。ゴールの頃には若手職員が中心になっ

ていますが、今の若手職員として、イメージがあればご意見を頂きたいと思います。 

事務局：地域と連携して何かしようということで、須田区では湯舟坂プロジェクトを行っています。

地域に外から人を呼び込むために、地域の文化資源を再発見して魅力を発信し、地域が活性

化していけるようなシステムを作っていければいいなと思います。文化財を守って伝えてい

くには、行政がお金出して整備して活用するというだけでなく、文化財は地域にあるもので

地域が守って活用していくというのが大前提としてあります。地域が今後も継続して文化財

を活用して人を呼び込んで活性化していけるような方向に持っていければいいなと思いま

す。 

会長 ：それぞれの地域が、文化財の活用を持続可能な形で進められるような、そういう土台が計画

の中で出来れば大変いいのではないかというご意見ではないかと思います。 

委員 ：地域の人が輝くという今の発言はとても良いと思いました。第３章で、「多彩な交流・交易・

人々の暮らしが生み出した」というのが京丹後の特徴であることを確認しました。つまり、

外との交流はこれまでも継続して行っており、その交流を活かして地域が輝いていく未来を

つくりたいという発言だと思います。そうした思いが、若手職員にも自然にあるのが良いと

思いました。将来像にも、交流や地域が輝くという視点がもう少し入っても良いと思います。 

委員 ：昔の人々は歴史として残そうと思って過ごしていたのではなく、その時精一杯生きていたも

のが歴史になっていると思います。今は失われているから保護しようということになってい

ますが、現代の人も現代の暮らしをしていて、かつ歴史も残さないといけないとなると、昔

の人よりもタスクが増えているような気がします。現代の選択肢と、昔の選択肢を見比べて、

昔の文化がすごいから今の暮らしに取り入れるというようにすると、無理なく次につながっ

ていくと思います。例えば丹後でも味噌はスーパーで売っていますが、味噌づくりしている

人がすごく多いです。そのように、暮らしのなかで無理なく取り入れられて初めて次の歴史

になっていくのではないかと思います。例えばこれから色々な資源が無くなって、昔の暮ら

しに戻らないといけないとなったときに、しょうがなく戻るのではなく、今からそれを選択

して資源を守るということもできます。例えば、山に入って資源を取るのが大変なので、薪

ストーブは使われなくなりましたが、今後灯油等が値上がりしたときに、しょうがなくでは

なく、薪を選ぶのはかっこいい、というようになればいいと思います。次の暮らしをより豊

かにするための歴史文化の保存・活用になっていったらいいと思います。以前、大阪の前方

後円墳をすごく楽しみに見に行ったのですが、お堀の外から森を見るだけで、「あ、そうい

えば古墳みるってこういうことか」と思いました。しかし、近所の銚子山古墳では、普通に

上に上がれて、良い景色を見ることができます。「お墓ってこういう良い景色の所につくり

たかったんだ」と実感し、歩いて行けたことですごく愛着を持てました。暮らしのなかに息

づくってこういうことかと思いました。触れないで守るではなく、触れて守るというように

なっていくと良いなと感じました。 
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会長 ：京丹後の小学生は、６年生になって初めて前方後円墳を学ぶときに、本物に登って上がれる

ということはすごく恵まれていますよ、という話をよくします。「大阪いっぱいあるからい

いでしょ」と言われますが、大阪の古墳は全然は入れません。今のご意見は、歴史文化は今

に息づいている、繋がっているからこそ大事なんだという非常に重要なご指摘です。今の暮

らしを見つめ直すツールにもなります。江戸時代の暮らしに戻りましょうではなく、受け継

がれたものをうまく選択して、光らせるものは光らせて、使うものは使って、次に続けてい

くというのが、文化財との付き合い方ではないかと思います。 

事務局：普段、地域の方々とお話しする機会が多いのですが、人口減少等、それぞれの地域が大変な

状況にはあります。そうした中で、どのような形で今あるものを残していくのかということ

と、どのように活用していくのかを考えています。生活の中で自然に残せるものであればい

いのですが、消え去りそうなものが多いのも現実で、そうしたものを何とか記録にも残して

いきたいという思いもあり、今回の計画作成にあたっています。 

委員 ：京丹後の魅力や、ここに住んで生まれて良かった、来てよかった、そういう町になるために

は、自分たちが誇りを自覚しないといけないと思います。私自身も、間人皇后のお父さんの

欽明天皇の后の小姉君が竹野の巫女だったとということを自覚することによって、次のスト

ーリーや観光への活用を考えることができます。地域の皆さんが、そういう自覚・覚悟をも

って、文化財を活用して頂けたら良いなと思います。私は、今、歴史文化を活用して、旅で

教育するという方向性を打ち出していて、若者が京丹後で学んで、日本の担い手になってほ

しいと思っています。丹後には地域資源や人の資源がたくさんあるので、そうしたものを活

かして、身の丈に合ったビジネスをしていきたいと思います。 

会長 ：基本方針の「京丹後の歴史文化を誇りに思い」という部分を重視して、子どもから大人まで、

誇りを持って外の人に伝え交流していきたいというご意見かなと思います。特に子どもたち

に向けたメッセージは、将来像の中では必要だと思います。 

委員 ：丹後に来た時に、「なんでこんな地域に」と言う人が多くいました。丹後のことが嫌いなの

ではなく、好きだけど自信がないという感じの人が多いように感じます。丹後半島は、大昔

には新しい文化の最先端を行っている地域だったと思います。今の時代では、東京や大阪か

ら遅れている地域のような印象を受けていますが、本当は、丹後が歴史の最先端であり、今

の暮らしも最先端だと発信できるくらいの自信につながると良いと感じました。 

会長 ：「丹後王国論」を門脇先生と検討されていた森浩一先生は、「表日本・裏日本で、今は裏にな

っているけど、丹後は、表側だよね。」という話をしていました。表玄関としての丹後半島

は、古代からずっと続いていますが、いつ表ではなくなったのでしょうか。歴史を見直すこ

とによって、その辺の意識も改革していく必要があるのかなと思いました。 

委員 ：丹後半島もかつては、奥丹後半島と表記されていました。奥丹後半島があるなら口丹後半島

があるはずだということです。かつて日本には、山陽と山陰が、地域を区分するためにあり

ました。そこに新たに裏日本と表日本という区分が大正時代にできて、定着しました。それ

が私たちの頭の中にも定着しており、「丹後は裏」という意識が私たちのなかに当然ありま

す。裏か表は置いておいて、少なくとも自分の住んだ地域に、誇りを持てるような、そうい

う計画であるべきだろうと思います。多くの人間がそこに生きて文化を作り歴史を作ってい

るわけですから、当然誇るべきものがあります。伝統を受け継いで、我々はいま存在するん

だということが計画の中に示されていると良いと思います。会長が中心に取り組まれた湯舟

坂の 40 周年の成果を見て、当時良く分からなかった太刀の詳細が鮮明に分かる像があり感



11 

激しました。発掘された当時は、数千人が押し掛けたのに、40 年の中で、忘れ去られてしま

って、伝統の中に組み込めなかったということが残念だと思います。 

会長 ：丹後は表側であるという意識で、もう一度歴史を見つめ直すことができると思います。舞鶴

の歴史文化基本構想では、日本地図をひっくり返して舞鶴を中心において、舞鶴は沿海州か

らどこへでも行ける素晴らしい場所だ、という舞鶴中心の地図を作成しました。同じことが

京丹後市でもいえるし、半島を持っているというのはより大きなメリットだと思います。教

科書には出てこない日本史の部分を子どもたちには学んでもらえるような、計画になってほ

しいと思います。 

委員 ：文化財の保存は非常に厳しい状況で、社会がどんどん変わっていく中で文化財守るどころじ

ゃないという状況があると思います。私たち一般の市民からすると、文化財は遠いところに

あり、なかなか触れることもできないし、何なのかも良く分からないという感覚です。文化

財は、先人の色々な工夫や知恵の塊だと思います。しかし、現状は文化財のものとしての形

しか見えておらず、それがどういう知恵の塊なのか分かりません。そういう意味で、「先人

の息遣い」という言葉を使ったのですが、その部分が分かると共感出来て、行ってみたい・

知りたいという次の行動に繋がっていくのではないかと思います。そのため、息遣いが分か

る、本当に触れられる、そんな地域がこの京丹後だということが将来像として表現できたら

いいのではと思います。 

会長 ：硬く言えば普及活動ですが、いかに知ってもらうか、どう触れることできるかが何よりも基

本的で重要ではないかというご意見だと思います。89 ページには、将来像・目標・基本目標

しか示されていませんが、課題はどこに出てくるのでしょうか。 

事務局：課題は第５章に示します。 

会長 ：課題を示して、課題から目標を検討するのが良いと思いますので、課題を見た上で改めて、

今後議論を重ねていきたいと思います。 

事務局：本日頂いたご意見を受けて、交流・地域といったようなキーワードを入れられるように検討

していきたいと思います。今後、分科会でも将来像・目標・基本方針について、さらに議論

して頂くことになると思います。 

 

（５）保存・活用の課題、方針について 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：何かご質問・ご意見はありますでしょうか。 

（質問・意見なし） 

 

４．その他 

事務局：第３回協議会は令和４年４月 22 日（金）あるいは４月 25 日（月）に開催を予定しておりま

す。 

（委員了承） 

 

５．閉会 

副会長 あいさつ 

 長時間にわたり、ご意見を頂きありがとうございます。以前、何十年後かに消えるまちの本を見た
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ことがあり、京丹後市も載っていたことを思い出しました。そうならないためにも、この計画がしっ

かりしたものとなって、残る町にしたいと思いますので、次回の会議もよろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。 

 


