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 第３回京丹後市文化財保存活用地域計画協議会 

議 事 録 
 

Ⅰ 日 時：令和４年４月 25 日（月）13：30～16:00 

 

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  ：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、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、東 哲委員、福島 孝行委員（代理） 

 （※飯島委員、福島委員はオンライン） 

オブザーバー ：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、与謝野町教育委員

会事務局社会教育課、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 

 （※いずれもオンライン） 

事務局    ：松本 明彦、引野 雅文、新谷 勝行、本田 咲子、奥 勇介 

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  ：中江 吉徳委員、中村 秀雄委員、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 安達 純 

事務局    ：岡林 峰夫、藤田 智子 

 

Ⅳ 次第： 

１．開会 

２．議事 

（１）第２回協議会後の経過について 

 ・保存分科会の報告（座長） 

 ・活用分科会の報告（座長） 

（２）京丹後市文化財保存活用地域計画素案について 

（３）今後のスケジュールについて 

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２回協議会以降の経過について 

・資料２ 京丹後市文化財保存活用地域計画素案 

・資料３ 地域計画作成スケジュール 

 

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 

 皆様こんにちは。本日は何かとご多用のところ、第３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。このあと報告があると思いますが、NPO 法人わくわくする

久美浜をつくる会の委員より辞職の申し出がありましたので、今回から新たに同会より東哲委員にお

世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、１月 31 日に開催した第２回協議会では、地域計画の内容について様々な角度から委員の皆

様よりたくさんの貴重なご意見を頂きました。その後、保存分科会と活用分科会を設置し、２月・３

月により深い議論を行って頂きました。保存分科会、活用分科会の各座長をはじめ、ご参加頂いた委

員の皆様には、コロナ禍での蔓延防止等重点措置が出ている中にもかかわらず、精力的な協議を行っ

て頂き大変ありがとうございました。 

 さて、本日の協議会では保存分科会・活用分科会でご検討頂いた内容を各座長様からご報告頂き、

協議内容を基に修正を加え作成した計画素案についてご検討頂きます。特に、第６章の措置や第８章

の推進体制等について積極的なご意見を頂ければと考えております。本日の議論を踏まえ、計画の完

成に向かいたいと考えております。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

を頂くととともに、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、開

会のご挨拶とさせて頂きます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長 あいさつ 

 皆様こんにちは。ただいまの教育長様のお言葉にもあったように、この間大変密に議論を重ね、か

なり完成形が見えてくるところまで来ているのではないかと思います。本日の議論をより充実したも

のにして、最終的な提案に向かっていけたらと思います。私事ですが、一昨日から山寺の調査で２泊

ほど丹後に滞在しています。昨日は、事務局の皆様方と一緒に金剛童子山の山寺を見に行きました。

前回議論に出ていた「高原」という廃村跡にも上がり、こんなに高いところから小学生が学校に通っ

ていたのかと感動しながら、春の良い山歩きを行いました。少し歩くと何かがあって、文化財が至る

ところに埋もれていると痛感しました。この協議会を通して、こうした文化財の保存・活用が図られ

るよう議論が進めばと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員交代に伴う東哲委員からのあいさつ 

 前任の委員とは、NPO 法人わくわくする久美浜をつくる会の発足当時から共に活動しております。

素案を見たり事務局からの説明を聞いたりして、素晴らしい取り組みが展開されていると思いました。

法律が改正され、保存から活用まで、地域の特色を活かしながら積極的に進められており、大変あり

がたい取り組みだと思います。専門的な発言は出来ませんが、現場の声・実践という点でお役に立て
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たらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

（１）第２回協議会後の経過について 

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 ：続いて、保存分科会座長、活用分科会座長から各分科会の報告をお願いいたします。 

（座長による報告 ―略―） 

会長 ：何かご質問・ご意見はありますか。 

（質問・意見なし） 

委員 ：全体的には「光」をテーマに、非常によくまとまっているという印象です。「日本海の玄関

口」という言葉が使われていますが、少し疑問に思います。古代から中近世にかけて日本海

が交通の大動脈の時代は確かにありました。しかし、自分の家で考えると玄関口は入るとこ

ろであり、地理的には合いません。玄関口とは、京丹後の海岸部の事を言っているのか、奈

良や京都等の政権の中心地にとっての日本海に出る玄関口なのか、そのあたりの含意につい

てはどのようにお考えなのでしょうか。 

事務局：古代、実際に窓口になっていたことは間違いないので、日本海側で一番窓口になる場所と自

負したいという思いがありこのように表現しています。 

委員 ：文化財に光を当てるということは非常に大切な行為だと思います。住んでいる我々が価値を

分かっていない、次の時代を担う人たちに十分伝えられていないという問題もあります。

様々な「光」があるということを知った上でどうするのかという、計画全体のストーリーに

ついては大変共感します。 

会長 ：確かに家に例えると、玄関なのか、縁側なのか、窓口なのか色々あります。時間は限られて

いますが、可能な限り適切なコピーに置き換えていく努力をしていきたいと思います。 

 

（２）京丹後市文化財保存活用地域計画素案について 

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 ：第４章・第５章について何かご質問・ご意見はありますか。 

委員 ：第４章の基本目標では「光」という表現があります。京丹後市には地域の資源がたくさんあ

り、それが結果として光るものになると思います。「光」は希望にあふれるもので、方向性

としてはありがたいと思っています。ただし、この協議会としての「光」の位置づけをしっ

かりと示して頂き、認識を一致させることが必要だと思います。「光」とは太陽が無ければ

光らないものなのか、資源そのものが光るのか等について教えて頂きたいと思います。続い

て、第５章の措置７「収蔵品目録の整備と収蔵施設の集約」という措置が挙げられています

が、集約をすると遠いところになってしまいます。現地にそのものの展示があってこそ、地

形や風景と併せてイメージできるものだと思います。久美浜では、久美浜一区の整備事業を

平成 16 年から 25 年まで 10 年間かけて国交省の事業で取り組み、看板や表示という点で現

地を案内する際に有効なものができました。資料の集約と併せて、現地の適切な案内につい

ても期待が大きいところです。特に、計画の中ではストーリーがうたわれていますが、スト

ーリーを活用するには案内が必要で、ストーリーにあわせた看板等の整備についても誰が行
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うのかはっきりさせないといけないと思います。また、若者の参加という点で、伊根町では

魚の文化について、子ども達自身が調理を行うことによって、その技術を身に着ける取り組

みをされていると聞きます。さらに舟屋の案内も子ども自らが行っていると聞きます。京丹

後市でも子ども自身が取り組める何かが必要だと感じます。次に、図書館と学校教育との連

携についての意見です。私は、京丹後市の図書委員をしており、大変勉強させて頂いていま

す。図書館は拠点であるので、現物を置くのは難しいかもしれませんが、上手く施設の特徴

を活かして文化財の活用をすることで、資料について様々な人が関心を持つきっかけにした

り、丹後の光るものを認識して誇りを持ってもらえると良いと思います。現物・現地を見る

ことと併せて図書館での啓発を進めて頂きたいと思います。109 ページには、景観について

記載されています。久美浜は、環境整備事業を行う前にまちづくり協定を締結しており、昔

ながらのウナギの寝床のような建物・景観を守る取り組みを住民自身が行っており、これは

現在も継続しています。整備事業が終わってからハード事業のメリットはありませんが、結

果として文化的景観や景観資産になり、来てもらう魅力のある地域を作っていくという点で

重要な評価となっています。そのため、109 ページでも久美浜の住民協定や景観形成条例に

基づいた手続きや取り組みを行っていることを意識して記載をお願いしたいと思います。地

域としてはまちづくり協定を５年間延長するという取り組みを行っています。空き家が増え

ている中で、住民の理解を得て判子を押してもらうという行為自体が啓発になります。最後

に、丹後では昔、「北京都丹後ふるさと検定」というものがありました。府立大学名誉教授

の井口和起先生にお世話になりテキストを作りました。平成 19 年から毎年検定を実施し、

100 名以上の人が受験して 65％の人が合格しています。海の京都に転換してから、この取り

組みが無くなってしまい残念に思っています。検定に向けてセミナーを実施する等して、地

域の人と共通認識を持つという点で大変いい取り組みでした。このふるさと検定の経験を活

かして頂きたいと思います。 

会長 ：最後のふるさと検定については、今回の関連文化財群やストーリーである程度引継いでいる

のではないかと思います。ぜひ、過去の取り組みをうまく繋いで、次へ続いていくように意

識して頂きたいと思います。「光」については、第４章 103 ページの文章の中で、「光とは」

についてもう少し丁寧に説明する必要があると思います。単純に「文化財＝光」というだけ

ではなく、生活の知恵等も含めて「光」と考えているということを追記すると、何を光らせ

ようとしているのかが分かりやすくなると感じました。 

事務局：ご意見の通り、「光」とは何なのかという部分を追記したいと思います。 

会長 ：第４章で、「光」を丁寧に説明しておかないと、理解しにくいものになってしまうので、「何

を光とし、どう輝かせるのか」という根幹の部分を記載する必要があると思います。第５章

についてもいくつかご意見がありましたが、計画に盛り込むことができるのでしょうか。図

書館については、旧町単位にある分館が地域の方々と文化財をつなぐ役割を果たす可能性が

あると思います。 

事務局：図書館については課内でも議論がありました。歴史文化の特徴の中で昔話も取り上げていま

すが、数は少ないですが地元を題材とした絵本もあります。図書館では読み聞かせも行って

いるので、地元の絵本を活用してもらうことも措置のひとつとして考えられます。また、京

丹後市の文化財の写真の掲載依頼等があった書籍についてのコーナーを図書館に設けて頂

くといったことが出来たらと思います。ただ、現状では図書館と調整が出来ておらず、人員

の問題もあります。市として、図書館を都市拠点として新たに位置づける中で、再度検討し
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ていきたいと思います。 

会長 ：一足飛びに何もかも充実するのは難しいですが、出来たら良いなということについては課題

の中で挙げておき、短期で取り組めないものは長期的な目標として設定しておくと良いと思

います。特に図書館は若年層への啓発の点で、非常に大きな媒体となるのでご検討頂きたい

と思います。 

事務局：まちづくりの関係のご意見がありましたが、第１章では住民協定について記載しています。

久美浜町時代に締結された住民協定が今も続いており、５年間の延長に向けて動いておられ

るということは都市計画課からも聞いています。この取り組みをもう一歩進めるとなると、

景観法に基づく景観条例の制定等になるかと思いますが、所管課と話しているとそれはまだ

まだ難しいということなので、今後の課題だと考えています。 

委員 ：基本目標が５つ具体化されていますが、文化財保護の枠組みの中で整理されていると思いま

す。基本目標１・３は良く分かるのですが、基本目標２・４・５が似通っていてわかりにく

いと感じました。 

事務局：今回の計画では、文化財を後の時代につないでいくということが第一にあります。基本目標

２・４・５が同じように見えるというご意見ですが、実はそれぞれ視点が違います。基本目

標２は環境整備という視点、基本目標４は人づくりという視点、基本目標５は体制づくりと

いう視点で整理しています。 

会長 ：京都府文化財保存活用大綱の中では、文化財を未来へつないでいくという部分が強く打ち出

されており、その影響も受けていると思います。文化財が滅失するような事件・事故も多発

している中で、どのように後世に伝えていくのかという危機意識があり、未来になんとか伝

えていきたいという思いが出ているのではないかと解釈しています。そういう意味では、こ

れらの基本目標は自然な表現ではないかと思います。 

委員 ：先ほどのご意見は、「全部似ている」ということで、確かにすみわけが必要だと思います。「調

査・研究」、「保存・管理」、「活用」、「人づくり」、「体制づくり」の分野を 104 ページの図に

追記する等工夫をしてはどうでしょうか。 

会長 ：「調査・研究」、「保存・管理」、「活用」、「人づくり」、「体制づくり」の各分野が５つの基本

目標に対応するということが104ページで示されていると分かりにくさが解消されるのでは

ないかと思います。 

委員 ：「光」で括ることによって詩的になって、それによって全て同じように見えるのではないか

と思います。５つの基本目標は全て能動的なもので、自分たちごとで書かれているように思

いますが、20 年後のまちの姿になると、「感じられるまち」と急に誰かに感じてもらうとい

うことになっています。まちを作ったひとであれば感じているのは当たり前で、誰が感じる

のかが分かりにくいです。感じるを越えて、自分ごととして 20 年後はみんな丹後の歴史を

喋れるぐらいになると良いと思います。また、若年層の人が関わっていけるような体制の構

築についてですが、新しく作るだけでなく削除していくということもあると思います。人口

が減って、夫婦共働きで地域外に車で仕事に行くという生活の中で、人口が多い時代や、そ

の地域で自営業をしていた人が多い時代の自治体制や祭りの文化、昔の体制のままの地域コ

ミュニティが残りすぎていると感じます。それが、負担になって若い人が分譲地に流出する

ことを目の当たりにしていています。特に地元の人の方が面倒くさいことに巻き込まれたく

ないといって、地元に残らないという現象があります。面倒くさくない体制を作っていかな

いと若年層は残らないと思います。全て残す一方ではなく、30、40 年前に成り立っていた
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もので負担になっているものを減らすという勇気がどこかに書かれていると良いと思いま

す。人数が減っている若い人にお願いするのであれば、削除して管理できる体制で引き継ぐ

ということが、今動ける人々のやるべきことだと思います。 

会長 ：基本目標も協議会でのご意見を受けて能動的に変化しており、それによって実現できる 20

年後のまちの姿が「先人の息遣いが感じられるまち」では消極的すぎるのではないかという

ご意見で、議論の経緯を踏まえても非常にもっともなご指摘だと思います。それから、地域

のコミュニティについては、今後の市のコミュニティの体制についても含んでいますが、市

としてはどのようにお考えでしょうか。 

事務局：大変難しい問題だと感じています。確かに地域に入ると、色々としがらみがあるということ

は実感をしています。現在のところ、そこまでの危機感が無く文化財を選択的に取り扱うこ

とは全く考えておらず、全体的に残していかないといけないと考えています。ただし、置き

場所や保管のことを考えると将来的には取捨選択を考える必要も出てくるのかもしれない

と思います。地域コミュニティについては、地域コミュニティ推進課に話を聞くと、やり方

は地域にお任せし、地域の実情に合わせてやりやすい体制を模索して頂いているという説明

を受けました。私の住んでいる小学校区でも、地域コミュニティを作る過程で、アンケート

調査を実施し課題を設定して、防災分野等に先行して取り組んでいます。地区ごとの祭りや

神社・寺院等は地区での財産になるので、地域コミュニティで扱うのは難しいかもしれない

と聞いています。ただし、祭りの人手不足に関しては、地区アンケートでもどこの地区でも

課題と捉えられているという結果が出ているので、地域コミュニティの課題として、お互い

に助け合うような動きが出てくれば良いのではと思っています。 

委員 ：人口減少社会の中での地区での文化財の管理や祭りの休止等については、どこの地域も持っ

ている大きな課題だと思います。難しいので議論しないのではなく、検討していく必要があ

ると思います。様々な自治体で地域計画を検討する中で、地域の誰が計画を回すのかを考え

る際に、公民館活動が活発な地域であれば公民館を主体にしたり、学区ごとの社会教育協議

会が主体となったり、それぞれの地域の個性がかなり出ます。京丹後市ではちょうど地域コ

ミュニティが再編されている状況だと聞いていますので、その状況を踏まえて、計画の中に

どう記載するかは工夫する必要があると思います。確かに今のままでは、負担だけが増えて

いくように見えてしまうので、文化財を越えたより大きなコミュニティの課題を視野に入れ

つつ、文化財としても議論をしていく必要があると思います。 

委員 ：選択的な保存という言葉が出ましたが、つい最近知った事例をご紹介します。善王寺区の姫

御前という地区に愛染堂というお堂があります。昔は峰山の芸子さんたちがお参りをして随

分にぎやかだったと、70 年程前の人が言っていました。お堂では、愛染さんという行事が

4/30、昔は 5/1 にあったのですが、愛染堂そのものが随分老朽化して、20、30 年程前に京

極の家紋の入った愛染明王像が盗難に遭い、厨子だけが残っている状況でした。その後なか

なか補修ができないので今年は法要そのものを見送ると聞きました。地区の中では愛染堂を

取り壊して更地にすれば、その時にお金は若干要るけれどその後の負担はなくなるのではな

いかという声もあり、地区も二分しているということです。このように、文化財を守ること

についても、地区では意見が割れており、全部守ろうとすると全てがぼろぼろになってしま

います。 

委員 ：丹後は秋祭りが多いのですが、久美浜にも丹波道主命が祭神になっている神谷太刀宮があり、

５基の太鼓台があります。これを 30人程で担いで町内を歩いたり、「先高」や「そらのせ」



7 

といった芸を行います。団によっては地元だけでは担げなくなってきているところもありま

したが、地元の結束によって行う地域の誇りなのでよそから手伝ってもらってやるというこ

とは不名誉なことだといって、なんとか頑張ってきました。しかし最近は、若い人が減って

きて、団によっては半分くらいは外の大学から参加してもらったりして何とか継続していま

す。また、久美浜一区では、YouTube 等で関西大学等と協力して動画を配信したりすること

で、外の人にも理解してもらおうと取り組んでいます。さらに、若い青年団と区長会、他の

団体と協議をする検討機関を設けて、コースを少し短くする等継続できるように取り組んで

います。建物は古くなって崩れてしまいますが、100％文化財の補助金では修理出来ず、地

元の資金が必要です。そういう意味では、心が集まる、気持ちが集まる状況を、地元として

どうつくっていけるかが重要になります。持続可能で、効率的に運営しようと組織を再編し

て３年目になり、様々な取り組みをしています。 

会長 ：どの地域でも、民俗行事・祭礼は絶滅危惧種になりつつあり、いつ最後のお祭りになるか分

からないところや、今のおばあさんが上がれないようになったらお堂に行く人は誰もいなく

なるというお堂等があちこちにあります。そういった中で、どのように後世に伝えるのかは

大きな課題になっています。 

委員 ：無くしていけという派ではないのですが、残さないといけないことが怨念になってはいけな

いと思います。もう無理だからやめようというときに批判しない空気づくりがまちとして大

事ではないかと思います。皆自分たちの代で無くしたと言われることが嫌なのではないかと

思います。会長も廃村をめぐったという話をされていましたが、無くなってもそれにロマン

を感じていく人はいるので、写真や動画で残して後世が探検したときに面白いと思えたら良

いのではないかと思います。城跡めぐりの人も全国でたくさんいますが、残っているから良

いのではなく、跡だから良いという思いもあると思います。怨念にならない形を選択して、

残すことがつらいのではなく、なくなったことですっきり出来ればいいと思います。一方で、

残していくものをうまく区分け出来ると、次の文化を残すことにつながるのではないかと思

います。 

会長 ：大事なのは記録保存だと思います。後で復元しようとするときに、復元できるほどの丁寧な

記録を残すことがしまうときのしまい方ではないかと思います。私が知っている中でも、か

つて一度途絶えた虫送りという行事を復活させて、隣の村が復活させたらうちもやらないと

虫が全部うちで止まるということで、川の流れに沿って何村かが復活させた事例があります。

復活もありうるということを念頭に置いた取り組みが民俗行事等では必要になるのではな

いかと思います。継続が危ぶまれる行事について、積極的に記録を残していくということを

措置で取り組むことができると思います。続いて、第６章以降について事務局から資料説明

をお願いします。 

（事務局説明 ―略―） 

会長 ：具体的な措置と体制について、何かご質問・ご意見はありますか。 

委員 ：町並み景観に関する様々な審査や住民協定に基づくまちづくり等で京丹後市建設部も関係し

ておられるので、第８章 134 ページの体制の中に追加してはどうでしょうか。それから、ふ

るさと検定の合格者で構成する「丹後語り部の会」があります。25 人程おり、かなり高齢化

しています。現状はあまり活動できていないのですが、語るということは重要でこういった

組織も大事ではないかと思います。私も会長をしているので、内部では諮ってみますが、全

国大会にも出た実績もあるので、異論がなければ追加をご検討頂ければ嬉しいです。 
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副会長：語り部になろうという方々はすごく熱心に地域の事を調べて、自分の得意分野に関しては専

門知識を持っておられます。ただ、本当に高齢化していて、その方たちがいなくなったらそ

の語りや大切な資料はどうなるのだろうとガイドも含め感じています。 

委員 ：ぜひ若い人に入ってほしいです。語り部を、育成する対象として位置づけて頂けたら大変あ

りがたいと思います。 

会長 ：名前を挙げることによって、活動をサポートしたり、促すことにもつながると思います。 

委員 ：現在私がおかみさんの会で座長をさせて頂いていますが、おかみさんの会は一年で役員が交

代し、また次は違ったおかみさんが出席されます。一般社団法人京丹後竜宮プロジェクトで

は、丹後エリアを中心に地域資源を活用したビジネス化に取り組んでおり、60～70 名のメ

ンバーが活動しています。今後も、資料を使わせて頂きながら課題解決に向けて教育旅行等

様々なことに取り組んでいきたいと思っています。そのため、その他の団体の中に一般社団

法人京丹後竜宮プロジェクトも位置付けて頂けるとありがたいと思います。 

委員 ：京丹後市と京都府がメンバーになっている「山陰海岸ジオパーク推進協議会」も広域団体に

ぜひ加えて頂きたいと思います。 

会長 ：他にも追加の情報があれば事務局にご連絡頂きたいと思います。 

委員 ：市民遺産会議の役割として、活用や保全の支援として多様な方法を提案出来たら良いと思い

ます。山陰海岸ジオパーク推進協議会でも、コロナ禍においてレジリエンスに力を入れてい

ます。社会もどんどん変化する中で、どのように今ある資源を活用できるのかを柔軟に議論

して提案できる団体になれば良いのではと考えています。 

会長 ：市民遺産会議については無理なく維持できればという思いがありますが、その辺りの制度設

計については事務局としてどのようにお考えでしょうか。 

事務局：まだ細かく考え切れていないところです。他市では、市民遺産を認定するだけというところ

もあります。また、遠野遺産等では地域コミュニティとの連携を取りながら、補助金を使っ

て運営されています。太宰府市では、関係団体が集まって、認定やシンポジウムを行われて

おり、それぞれやり方が違います。文化庁では活用をメインにした補助事業等もあるので、

その受け皿として市民遺産会議が運営出来たら一番良いと考えています。行政主体ではなく、

市民遺産会議のメンバーをはじめとする市民の皆さんからご提案頂ける体制をイメージし

ています。 

会長 ：財源が難しい点だと思いますが、ふるさと納税を活用する等色々と工夫されているところも

あるので、いくつか先行事例を参考に検討して頂きたいと思います。市民遺産会議が今回の

計画の目玉となるような活動が出来ると、大変希望が見えるように思います。 

委員 ：概ね非常によく作って頂いたと思いましたが、ひとつだけ気になることがあります。若い世

代に伝えていく際に、社会科の副読本がありますが、その際に良いことばかりがついつい書

かれるのではないかと少し恐れています。例えば、一色氏の山城を滅ぼした細川氏が支配を

継続するために八幡神社を建てました。その神社では毎年、行事として太刀振りを子どもた

ちが行っています。やっている本人はそんな歴史は知りません。片方の視点から見ていて、

太刀振りも神輿も良いものだとなっているのが実態です。また、前回も話しましたが、羽衣

天女の物語は美しい天女がいて酒造りを伝えましたと伝わっていますが、その背景には比治

の里の極悪非道な夫婦の話があるわけです。そうしたことを違う面からもしっかりと伝えて

いかないと、全く違う教え方になるのではないかと思います。とても豊富な史実があるので、

一面的になるのではなく、多様な視点から子ども達に様々な事を伝えて頂ければありがたい
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と思います。 

会長 ：事実に立脚したきちんとした歴史を伝えるということは、文化財のひとつのモチベーション

だと思います。伝説・昔話もありますが、なぜそういうものが生まれて伝わっているのかと

いうことも含めて伝えていくことが重要です。丹後では、丹後学としてこれまでの実績があ

るので、措置 16「「丹後学」と連携した歴史文化学習」や措置 17「社会科副読本による歴史

文化学習」等の実施にあたっては、子ども達にどう伝えるかをしっかりと議論して進めて頂

きたいと思います。 

教育長：丹後学も良いことだけではなくて、学年が上がるに従って課題の側面も併せて教えていきた

いと考えています。すごく良いところだから帰ってきましょうというだけの郷土の学習にな

らないように、メリット・デメリットの両面を知った上で、良さを十分把握した子供たちが

後の時代に帰ってくる、意欲を持って地域で頑張るということにつないでいく必要があると

感じています。 

会長 ：子ども達に伝えることがまずは出発点で、帰ってきてもらうことも大事なことです。ただし、

良いことだけ言って帰ってきてもらっても仕方がないので、丹後を本当に知ってもらった上

で帰って来てもらえるように、文化財を使ってより深い丹後学を構築するという目標が見え

てきたのではないかと思います。 

委員 ：措置に関してですが、財源は税金しか書かれていません。今後残したいと思う人やそれに賛

同する企業が投資できる仕組みが必要ではないかと思います。地元の文化のために積極的に

サポートしているということが見えるとメリットになる企業は結構あると思います。お金を

出してもらったからには、良い残し方、納得できる活用の仕方をしなければいけないという

ことに繋がるのではないかと思います。公的なお金ばかりに頼るのではなく、民間が入って

いけるような関わりの機会がこれから出来ていくと良いと感じました。 

会長 ：クラウドファンディング等を実施されているところもありますが、もとを正せば、神社の玉

垣にたくさん名前が書いてあるのもそういうものです。文化財を見ると、そのようにして守

ってきたという文化が感じられるということがあると思います。多様な人々の寄付行為やそ

の寄付者を顕彰できる仕組みづくりを検討する必要があると思います。 

副会長：最近色々な浜のエリアで、会社名の入った Tシャツを着て、企業等がごみ拾い等の清掃活動

をされています。そのように、お金は出せないけれどごみを拾う労働として参加されている

ところがあるので、そうした人々を拾い上げていく取り組みやシステムがあれば、お金だけ

じゃなくて、マンパワーも集まってありがたいと思います。 

会長 ：文化財を守り伝えていく活動に協力頂いている方々を顕彰していく仕組みが必要だというご

意見だと思います。 

委員 ：市民遺産会議の中で、市民遺産を認定するだけでなく、活動を顕彰する役割があっても良い

と思います。企業やＮＰＯ、あるいは小学生の活動等、文化財に関する活動を顕彰する役割

があると、活動そのものを光らせることにもなります。市民遺産会議をいかに作っていくか

がすごく大事だと思います。 

委員 ：例えば、措置 1-1-1「自然環境・景観の保全」の財源は国庫補助金となっていますが、実際

には、ジオパーク推進協議会は県・市町そして加盟団体からの加盟金で賄っています。私も

兵庫県立大学の研究費で参加しています。このように、様々な主体が自分たちのお金で取り

組んでいるので、その辺りをきちんと見える化することが必要だと思います。補助金だけを

使って取り組んでいるように見えてしまっています。市民遺産会議もそれぞれ自分たちの活
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動の中で参加して、京丹後市のお金だけでやるものではないと思います。書き方の問題かも

しれませんが、色々な人が自分の財源を持ちながら主体的に参画していることが分かるよう

な体制を作って頂きたいと思います。 

会長 ：現状でもかなり伝わるようにはなっていますが、書きぶりをもう少し工夫して頂く必要があ

るのではと思います。 

委員 ：ジオパークのガイドも年々変わってきており、３年程前は、ジオサイトを巡るツアー等の簡

単なガイドが多かったのですが、現在ではバスで来られる京阪神のお客様を対象とした、京

丹後市のエリアを８区間に分けて、最大 12km程沿線を歩くトレイルが非常に人気です。令

和３年度は神姫バスのツアーで約 1000 名のお客さんに対応させて頂きました。それを聞い

た全但バス、クラブツーリズム等が新たに丹後のトレイルに興味を持たれて、ツアーを今後

やっていきたいという状況です。ガイドも高齢化しており、12km、20km歩くのがなかなか

大変です。ガイドの若返りに非常に頭を痛めている状況で、出来るだけ足腰の丈夫な方に入

ってもらわないと、これからのガイドは非常に辛いという状況です。また、海岸を歩くだけ

ではなく、今度は山に上がろうということで、新たに４月から山に上がっています。網野の

高天山や大宮町のブナ林等のガイドが増えており、切り口が変わってきたと感じています。 

会長 ：トレイルは今後の展開の中で応用が利くもので、措置 2-2-2「「丹後王国」として育まれた歴

史・文化・伝統・産業を活かす通年型・滞在型ニューツーリズムの推進」がありますが、ス

トーリーを今回たくさん提示しているので、ジオパークの事例に見習いつつ、実現できるこ

とから広げていくと良いのではないかと思います。 

事務局：活用分科会でトレイルの話をお聞きし、それだけの距離を歩くということはなかなかイメー

ジが付かなかったのですが、リピーターの方が多いというお話も聞きました。海岸沿いや山

にもストーリーがあるので、要素として取り入れて頂くということでご活用頂けるのではな

いかとイメージしています。ご協力を頂ければありがたいと思います。 

委員 ：措置 2-1-3「網野銚子山古墳の整備、管理、活用」について、令和６年に完成するというこ

とになっていますが、その後の計画はどのようにお考えでしょうか。また、措置 1-3-2「丹

後震災記念館の保存・活用」について、計画期間がはっきり明示されていませんが、第一期

計画で十分な活用が図れるのでしょうか。 

事務局：銚子山の整備以降の話については課内で議論をしています。措置 2-1-1「市内遺跡の調査計

画の作成」で、今後の史跡指定、遺跡整備を見据えた長期計画を検討することにしています。

また、措置 2-1-4「国指定史跡等に関する保存活用計画の作成」とも連動します。史跡の整

備に関しては、保存活用計画の策定を求められます。マスタープランでは優先すべき遺跡を

挙げているので、当然それを踏襲するつもりはありますが、色々な条件整理が必要になるこ

ともあり、今の時点では対象を決め切れていません。そのため、どこの遺跡かは明示をせず

に、このふたつの施策の中で次を検討するという考え方で整理をしています。丹後震災記念

館の関係については、３月議会でも議論があったところです。こちらは、記念館だけでなく

中にある絵も併せて保存・活用方法を検討するというものになっています。伊藤快彦さんに

よる震災画の保全を建物に先行して進めるイメージで、前期から取り組むこととしています。

建物の内部利用が出来るかどうかは微妙なところであり、委員からのご意見も参考に、外観

を活かしたユニークベニューのような取り組みをまずは検討したいと考えています。そうし

た取り組みによって外部に周知されていくことで、内部の活用の検討に結びつけていきたい

と考えています。 
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委員 ：丹後震災記念館の計画完了年度は未定あるいはお考えになっていないのでしょうか。 

事務局：次期計画まで含めて検討しているという状況です。前期計画で出来ることは進め、次の 10

年間でも取り組まないといけないと考えています。 

委員 ：措置「大成古墳群周辺の整備」が削除されていますが、補足説明をお願いします。 

事務局：大成古墳群は京都府の土地であり、どこが管理しているのか曖昧です。また現状、京都府に

よって遊歩道の整備等が十分されており、観光振興課と協議を行った結果削除しました。 

会長 ：京都府の土地ではありますが、案内板は市で作りなおしたほうが良いのではないでしょうか。

案内板は古く、古墳の配置図が無いのでどうまわっていいのか分かりにくいと思います。ご

検討頂きたいと思います。 

事務局：ジオパークの取り組みで全体の説明看板が設置されましたが、全体の図がないというのが今

のご指摘の内容かと思います。また、古墳の案内看板が一つ一つ立っていますが、確かに古

くなっています。そうした部分は、全体的な整備の中で考えることとして、大成古墳群だけ

で特出しする必要はないと考えています。 

会長 ：全体の中で整備するという考え方でよいと思います。継続して取り組む措置に関しては進捗

管理が重要です。推進協議会では、計画を絵に描いた餅にしないように、常に確認と報告を

行い管理していくことが重要だと思います。 

委員 ：看板デザインの統一については、山陰海岸ジオパーク推進協議会とも相談して連携して行っ

て頂きたいと思います。他のジオパークに行くと、同じサイトに設置主体の違う同じ内容の

看板があって、どれを見たらいいのか困惑するという事例が結構あります。また、推進体制

の中に国立公園や国定公園は入れた方が良いのでしょうか。 

事務局：国立公園は竹野自然保護官事務所、国定公園は京都府土木事務所の管理だと思いますが、直

接関わる機会が少ないので現状では入れていません。 

委員 ：例えば、今年度の事業で、丹後松島のオーロラ岩をジオサイトにし、汚れているのをきれい

にして、看板をつけるという話がありました。その管理が京都府土木事務所で、一緒に協議

して動いています。具体的に動いているものですが、そのあたりをどう盛り込むべきでしょ

うか。勝手に看板を建てられても困ると思いますので記載してはどうでしょうか。 

事務局：公園法の関係の許可等事務的なレベルの話かと思いますが、第１章の所では自然公園につい

ても記載しているので、広域団体の中に、京都府の関係機関や国の関係機関についても記載

が必要になるかと思います。 

委員 ：漂着物の処理については、保健所も関わっているようです。 

事務局：漂着物の処理の詳しい管理については把握できていないため、確認します。 

委員 ：京丹後市の経ヶ岬から久美浜までの国道 178 号沿いは、近畿風景街道協議会の古代ロマン街

道に認定されています。このあたりは関係機関として入れる必要はないのでしょうか。 

事務局：風景街道については、あまり認識できていませんでした。どこまで関係機関に入れるかは大

変難しい部分だと感じています。 

会長 ：関係機関を整理していくときに大事なのは、措置に取り組む上でどう関わるのかという点だ

と思います。看板一つ建てるにしても、景観に配慮するとか、看板同士のバッティングを防

ぐとか、デザインを統一する等、色々なことが起こります。そうしたときに、関係団体とし

て、どの主体と一緒に取り組むのかを、措置ベースで整理して頂くことが大事ではないかと

思います。 

委員 ：看板のデザインが統一されると良いと思いますが、そのデザインが本当に良いデザインなの
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か、事前に市民が見たり、いくつかの案の中から選べたりすると良いと思います。統一され

ているけれどダサい方に統一されると嫌だなと思います。看板はどれも立派でいくらくらい

かかっているのか分かりませんが、劣化してどうしても作り直さないといけないときに、残

していく方法が今まで通り看板という形でいいのかも検討する必要があると思います。詳し

く説明してあるから見るのか、文章が長いから見ないのか等、伝える一方ではなく伝わるも

のは何なのかを意識して真剣にできると良いのではないかと思います。 

会長 ：色々な方法があると思いますが、市民遺産会議で案を議論するという方法もあると思います。 

委員 ：デザインのセンスがある人は身近にたくさんいると思いますので、高い市外の業者等ではな

く、近くで出来る人、才能を持っている人を探したり募集したりしながら、皆で作っていく

という形で少しずつ進めていくのが良いのではないかと思います。 

会長 ：私の研究室では、久美浜町須田区で看板を作るというお手伝いをしました。前の区長さんが

デザイナーで、学生が案を出すとものすごくいいデザインになって返ってきました。このよ

うに、地域の区長さん達と学生がコラボして最終の看板が出来上がりました。須田区から少

し奥にいった湯舟坂古墳の途中にある古墳の看板なのですが、２月に除幕式をしました。ひ

とつ作るにしても、色々なコラボレーションが出来て良いデザインができます。市民の皆さ

んが参加して一緒になって出来ると、文化財と人をつなぐ、人を育てるというサイクルにも

なると思います。 

委員 ：文化財を支えてきた学校や公民館、市役所等にある資料等も守っていかないと、滅失してし

まうと後で検証しようとしても出来なくなります。行政文書のアーカイブ等の問題も含めて、

措置１「文化財に関する計画的な把握調査の実施と体制づくり」等の中で全体的に検討して

頂きたいと思います。 

会長 ：地域に残る貴重な資料のアーカイブス化も、積極的に措置の中に盛り込んだらどうかという

ご意見だと思いますので、可能な範囲で検討して頂きたいと思います。科研費のような外部

資金を取りながら取り組むということも出来るかと思います。 

委員 ：将来像がもう少し積極的でも良いのではというご意見がありましたが、この将来像はまちの

姿なので、「感じられる」でもいいのではないかと思います。「感じられるまち」の中で生き

ている私たちという意味がもう少し出るような、そういった方向の修正を行うと良いのでは

ないかと思います。将来像なので、人の姿ではなくまちの姿でいいと思います。 

会長 ：将来像は大変重要な部分であり、原案の「先人の息遣いが感じられるまち」で良いとするか、

もう少し積極的に主体が出るようにするかは意見が分かれている状況です。パブリックコメ

ント等の意見も踏まえながら検討していけたらと思います。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

会長 ：事務局から資料説明をお願いします。 

事務局：本日のご意見を踏まえて修正を行い、5/11 に文化庁との協議を行います。並行して各課への

最終確認を行います。５月中旬から下旬にかけてパブリックコメントを一か月程度実施し、

その結果も踏まえた修正を行います。6/27 に第４回協議会を予定しており、協議会としての

計画案の確定、推進協議会への移行に関するご同意を頂きたいと考えています。協議会終了

後に議会及び文化財保護審議会への報告等を行う予定です。文化財保護審議会でのご意見を

踏まえ最終的な計画案を作成し、文化庁への提出を行うという流れを予定しています。 

会長 ：計画全体及びスケジュールについて何かご質問・ご意見はありますか。 
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委員 ：文化財の数を減らして次の世代へ渡したらどうかというご意見がありましたが、文化財の活

用が強く打ち出されたのは、平成 30 年の法改正からでした。それまでは、保存ばかりを重

要視していて、文化財は政府の貯蔵・備蓄みたいなものとして抱えられていただけで、皆さ

んにお見せすることが無かったということが背景にあります。東日本大震災の時に高台移転

を計画したらそこが史跡で、家を建てるのが重要なのか、史跡を守るのが重要なのかという

議論が起こり、活用をきちんとしていかないと皆さんの理解が得られないということになり

ました。そして平成 30 年の法改正があり、京都府が大綱を作り、皆様が地域計画を作って

いるというのが現状です。そのため、今まであまり知られてこなかった文化財がいかに素晴

らしく、いかに光り輝いていくかをまずアピールするということがこの計画の第一義である

と思って頂けたら嬉しいと思います。ただし、ご指摘の通り人口減少社会の中で、この計画

の 57 ページにもあるように、廃村という問題は現実の問題として目の前に迫ってきていま

す。その時に私たちはどのように行動して、どのように守り、どのように活用していくのか

を近々考えていく必要に迫られてきます。昭和 25 年に文化財保護法が出来て、その後、昭

和 57 年に京都府文化財保護条例が出来、これまではとにかく守ることを第一に考えてきま

したが、今後どうしていくのかは皆さんと一緒に考えていかないといけないと感じています。

また、お示し頂いた素案の中に、山陰海岸ジオパークと京丹後市市民遺産という二つの概念

が盛り込まれています。６ページの用語の定義の中に、今回扱う文化財が文章と図で示され

ていますが、ジオパークと市民遺産についてもこの中にきちんと書く必要があると思います。

例えば、左下の文化財の周辺環境の中に、「山陰海岸ジオパーク等の自然環境や」という言

葉を入れたり、その下の「文化財を支える人々の活動・技術（市民遺産）等」という書きぶ

りで、この計画でこの二つを扱うということを、宣言しておく必要があると思います。最後

に、体制の中で、防災・防犯の体制について触れられていません。第７章あるいは第８章で

書くのかは議論があると思いますが、京都府警察署、京丹後市の消防署とどのような連携を

とるのかにも触れられておく必要があると思います。 

会長 ：市民遺産に関しては、６ページ、図序-3 の歴史文化に対応するのではないかという認識を保

存分科会ではしていました。あえて市民遺産という言葉が６ページで示されていないほうが

分かりやすく、むしろ第８章の市民遺産の部分で、図序-3で表される歴史文化も含め認定し

ていくという書きぶりの方が良いのではないかと思います。 

委員 ：京丹後市としては、どのようなものを文化財として扱うのかは明示する必要があると思いま

す。 

会長 ：文化財として扱う範囲は文化庁が示す文化財に合わせるということにしています。さらに、

その外側にあるものについては市民遺産等で守っていきたいということで、その部分を歴史

文化と呼んでいます。なお、地域計画の策定指針の中では、文化財以外の周辺のものも扱っ

てよいということが挙げられていますので、それに従い策定をしています。 

委員 ：この後も文化庁との協議がありますので、すり合わせていけば問題ないと思います。 

 

４．その他 

事務局：第４回協議会は令和４年６月 27日（月）に開催を予定しております。 

 

５．閉会 

副会長 あいさつ 
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 長時間にわたり、活発なご意見を頂きありがとうございます。本日ささやかな光を感じた出来事が

ありました。丹後緑風高校企画経営科との今年度の打合せの中で、生徒たちが山陰海岸ジオパークの

勉強を真剣にやりたいという意見があり、生徒達でガイドもやってみたいというお話を頂きました。

若い世代に地域の事を知って頂くガイド活動が出来ればと思っています。本日はどうもありがとうご

ざいました。 


