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令和２年１１月２６日 

京 丹 後 市 役 所 
 

第２次京丹後市総合計画「基本計画」について、次のとおり京丹後市総合計画審議会から

市長へ答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月２７日（木）１４：００～１６：３０（予定） 

 本市では、平成 27年３月に、第２次京丹後市総合計画を策定し、めざすべき将来像の実現

に向けて各種施策を展開してきたところです。 

本市の総合計画は、まちづくりの基本理念や将来像を示す「基本構想」と、その実現に向

けた各種施策を掲げる「基本計画」、基本計画に掲げる施策を事業化した「実施計画」で構

成され、このうち基本計画については、市長任期との整合を図り見直すこととしていること

から、令和２年８月２７日付けで京丹後市総合計画審議会に諮問したものです。 

 

 

 

 

 

 

   

報道資料 

第２次京丹後市総合計画「基本計画」について 

「京丹後市総合計画審議会」が市長に答申 

● 趣旨・背景 

【答申の日時など】 

日 時：令和２年１１月３０日（月）午後５時～ 

場 所：市役所２階 市長応接室 

出席者：味田 佳子会長（特定非営利活動法人 エコネット丹後 事務局長） 

田茂井 勇人副会長（丹後織物工業組合 副理事長） 

小林 朝子副会長（一般社団法人丹後暮らし探求舎 移住相談員） 

原田 優奈副会長（京都府立網野高等学校 企画経営科３年） 

木本 結菜氏（京都府立網野高等学校 企画経営科３年） 

※木本氏は原田副会長の随行者として審議会に出席 

　　　　　　　　　　　年度
　　計画

H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

総合計画「基本構想」
（10年間）

市長選挙 ● ● ●

総合計画「基本計画」
(2年・4年・4年)

総合計画「実施計画」
（3年）

毎年見直し

総合戦略

　策定作業

国の総合戦略

現行「基本計画」 次期「基本計画」

第１期総合戦略 延長 第２期総合戦略

第1期 第2期
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所 属 役 職 氏 名 審議会役職 

特定非営利活動法人 エコネット丹後 事務局長 味田 佳子 会長 

学校法人 京都産業大学 法学部 教授 中谷 真憲 副会長 

丹後織物工業組合 副理事長 田茂井 勇人 副会長 

一般社団法人 丹後暮らし探求舎 移住相談員 小林 朝子 副会長 

京都府立網野高等学校 企画経営科 代表 原田 優奈 副会長 

京都府漁業士会 副会長 岡田 政行 委員 

京都府丹後農業士会 女性農業士 上羽 千秋 委員 

丹後地区森林組合 業務課 係長 中村 俊彦 委員 

京丹後市観光公社 副理事長 田中 智子 委員 

京丹後建設業協会 副会長 山﨑 高雄 委員 

丹後機械工業協同組合 理事 廣瀬 正貴 委員 

京丹後市商工会 青年部 
広報・組織強化

委員長 
平野 佐世子 委員 

京丹後市民生児童委員協議会 理事 小倉 麗子 委員 

京丹後市老人クラブ連合会 会長 森口 茂樹 委員 

社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会 会長 藤田 一彦 委員 

北丹医師会 理事 瀬古 敬 委員 

京丹後市体育協会 副会長 小谷 順一 委員 

京丹後市文化協会 副会長 奥田 幸子 委員 

京丹後市 PTA 協議会 家庭教育委員長 北垣 絵美 委員 

京丹後市国際交流協会 副会長 上田 美知子 委員 

京丹後市区長連絡協議会 副会長 森本 賢一郎 委員 

京丹後市女性連絡協議会 会長 藤井 美枝子 委員 

一般社団法人 京丹後青年会議所 理事長 中山 良 委員 

京丹後市ボランティア連絡会 監事 大幡 恵子 委員 

京丹後市障害者団体連絡協議会 代表 和田 直子 委員 

連合京都北部地域協議会 

たんご地区協議会 
議長 中邑 貴行 委員 

子育て世代 代表 野々垣 里美 委員 

株式会社 京都銀行 峰山支店 支店長 川﨑 哲裕 委員 

京都北都信用金庫 網野支店 事務長 荻野 麻里子 委員 

一般社団法人 Tangonian 代表理事 長瀬 啓二 委員 

 

〔アドバイザー〕 
   

iU 情報経営イノベーション専門職大学  

イノベーションマネジメント局 

アドミッション

ユニット長 
稲岡 克彦  

京都府丹後広域振興局 地域連携・振興部  部長 水嶋 式行  

 

〔委員随行者〕 
   

京都府立網野高等学校 企画経営科  木本 結菜  

● 京丹後市総合計画審議会委員名簿 （敬称略） 
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① 第１回京丹後市総合計画審議会 

  日 時：令和２年８月２７日（木）午後２時００分～午後４時３０分 

  場 所：峰山総合福祉センター コミュニティホール 

  出 席 者：委員２７名、アドバイザー２名、委員随行者１名、事務局４名 

内 容：１．会長及び副会長の選任について 

２．諮問 

３．第２次京丹後市総合計画「基本計画」及び京丹後市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の見直しについて 

４．総合計画及び総合戦略の進捗状況について 

５．次期基本計画にける重点プロジェクト（イメージ）について 

 

② 第２回京丹後市総合計画審議会 

  日 時：令和２年９月２９日（火）午後２時００分～午後４時４５分 

  場 所：峰山総合福祉センター コミュニティホール 

  出 席 者：委員２５名、アドバイザー２名、委員随行者１名、事務局４名 

  内 容：１．次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（素案）について 

 

③ 未来創生ワークショップ（高校生編） 

日 時：令和２年１０月２日（金）午後１時４０分～午後３時３０分 

場 所：京都府立丹後緑風高等学校網野学舎・京都府立網野高等学校 

参 加 者：京都府立網野高等学校 企画経営科 ２年生２６名、３年生３０名 

 

④ 未来創生ワークショップ（若者編） 

日 時：令和２年１０月９日（金）午後７時００分～午後８時２０分 

場 所：京丹後市役所２０１−２０３会議室 

参 加 者：市内若者等１９名 

 

⑤ 未来創生ワークショップ（女性編） 

日 時：令和２年１０月１０日（土）午前１０時００分～１１時２０分 

場 所：峰山総合福祉センター コミュニティホール 

参 加 者：市内女性１７名 

 

⑥ 第３回京丹後市総合計画審議会 

日 時：令和２年１１月５日（木）午後２時００分～午後４時５０分 

場 所：アグリセンター大宮 多目的ホール 

● 審議の経過 
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出 席 者：委員２４名、アドバイザー２名、委員随行者１名、事務局４名 

内 容：１．第２次京丹後市総合計画「基本計画」の見直しに向けた未来創生ワー

クショップの開催結果について 

２．次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（案）について 

３．次期基本計画 まちづくり３０の施策（案）について 

 

⑦ 第４回京丹後市総合計画審議会 

日 時：令和２年１１月２４日（火）午後２時００分～午後４時１０分 

場 所：峰山総合福祉センター コミュニティホール 

出 席 者：委員１７名、アドバイザー１名、委員随行者１名、事務局４名 

内 容：１．次期基本計画 ４つの重点プロジェクト（案）について 

２．次期基本計画 まちづくり３０の施策（案）について 

３．答申書（案）について 

 

 

 

 基本計画（京丹後市総合計画審議会答申）についてのパブリック・コメントを１２月１

日（火）から１２月２３（水）まで実施した後、市議会へ議案として上程します。 

 

※答申書及び基本計画は当日お配りします。 

 

 
お問い合わせ先 

 京丹後市市長公室政策企画課（担当：北尻） 

（TEL0772-69-0120 FAX0772-69-0901）  

● 今後の予定 


