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令和２年１１月３０日  

 

京丹後市長 中 山  泰 様 

 

京丹後市総合計画審議会      

会長 味 田 佳 子       

 

第２次京丹後市総合計画「基本計画」について（答申） 

 

令和２年８月２７日付け２政策第９５５号で諮問のあった標記の件について、活発

かつ慎重に審議を行った結果、別紙「第２次京丹後市総合計画 基本計画 ４つの重

点プロジェクト」のとおり答申します。市長におかれては、本審議会の意見を十分に

尊重され、新たな基本計画を策定されるとともに、市民等の参加と協働をもとに、基

本計画に掲げる施策を推進されることを期待します。 

 

記 

 

１ 答申にあたって 

第２次京丹後市総合計画「基本計画」（以下、基本計画という。）は、基本構想で

示された目標や将来像を実現するための基本的な施策を体系的に明らかにするもの

であり、市長任期との整合を図り見直しを行うこととされています。 

当審議会においては、各分野の代表者 30 人及びアドバイザー２人で構成する委員

により、現行基本計画の進捗状況を検証しつつ、新たな時代潮流を捉えた課題認識

のもと、急速に進む人口減少に歯止めをかけ、持続可能で未来への活力にあふれた

まちづくりを進めるために、今後重点的に進めていかなければならない施策は何か

ということを中心に、高校生や女性、若者を対象とした「未来創生ワークショップ」

の意見も踏まえ、多様な観点から議論を深め「４つの重点プロジェクト」をとりま

とめました。 

本審議会の意見が十分に尊重された新たな基本計画が策定され、市民をはじめ、

多様な主体の参画のもとに、市民総幸福の最大化に向けた施策が展開されることを

望みます。 
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２ 京丹後市総合計画審議会における主な意見等 

基本計画の策定や今後の施策展開にあたって留意すべき事項等について、京丹後

市総合計画審議会における主な意見等をもとに、以下のとおり申し述べますので、

ご配慮いただきますようお願いします。 

 

（１）総合計画の推進にあたって 

⚫ 基本計画を実行に移し、将来像の実現につなげていくためには、行政だけでな

く、市民や企業、団体等が課題を認識し、行動に移していくことが必要である。

誰が読んでも分かりやすい表現に努めることはもとより、計画の冊子を作成し

て配布するだけでなく、様々な機会や手段を活用して効果的に伝える方法を検

討いただきたい。 

⚫ ＳＤＧｓの活用にあたっては、１７の目標との関係性だけではなく、１６９の

ターゲットや２３２の指標も含めて、市民や各主体がしっかり考え方を理解し、

それぞれが主体的に取り組んでいくことが重要である。新たな基本計画及び

ＳＤＧｓの達成に向けて、その推進主体となる市民や各種団体が主体的に考え、

行動に移していくことができるような仕掛けを検討いただきたい。 

⚫ 人口減少を克服し持続可能なまちをつくっていくためには、まちの将来を担う

若い世代の意見やアイデアを取り入れた施策を検討していくとともに、人と人

とのつながりや多様な連携を活かし、今ある資源や各分野の取組を横断的に

リンクさせながら新しい価値を創造していくことが重要である。 

⚫ 過疎化、東京一極集中が進む中で、本市の創生を実現するためには、既存の

手法に捉われることなく、自立的な地域をつくっていくことが必要である。国

や京都府と連携を図りながら、特区制度の活用なども視野に、本市の特徴を活

かした取組を進められたい。 

 

 （２）その他個別意見・提案 

⚫ ４つの重点プロジェクトにおいて「かせぐ」は、「はぐくむ」「ささえる」「つな

ぐ」にもつながる土台になる部分である。ふるさと納税については、数値目標

の達成に向けて、市民皆で取り組んでいく機運を醸成していくことが重要であ

り、市民一人ひとりがアクションを起こせるような具体的取組を検討いただき
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たい。また、各自治体間での競争が激化してくる中で、豊富な食資源をはじめ

とするあらゆる資源をつなぎ、返礼品やプロモーションを充実させていくこと

はもとより、財源をかせぐことにのみフォーカスするのではなく、関係性を築

き、まちのファンを増やしていくといった視点を大切にすべきと考える。 

⚫ 機械金属業、織物業など基幹産業を未来につないでいくためには、事業所間、

産業間の連携や事業承継を促進していくことが必要である。豊かな自然環境を

活かしたワーケーションの取組などを通じて、市外の企業とも関係性を構築し、

連携してものづくりができるような仕組みづくりを進めていただきたい。 

⚫ 観光振興と環境保全は表裏一体のものであり、観光業界でも「サスティナビリ

ティ」がキーワードの一つとなっている。観光と環境をしっかりリンクさせな

がら取り組んでいく必要がある。 

⚫ コロナ禍において労働条件についての相談が増えている。誰もが安心して働け

る雇用・労働環境の確保や、仕事と子育てが両立できる職場環境づくりといっ

た視点も考慮いただきたい。 

⚫ 本市の将来を担う未来人材を育成していくためには、子どもたちが産業やまち

の魅力、多様な生き方に触れる機会を充実させていくとともに、親世代、大人

たちがまちのこと正しく理解し伝えていくことや、誇りを持って仕事をしてい

る姿、いきいきと生活を楽しんでいる姿を見せていくことが重要である。 

⚫ 小学校から高校までの教育の展開においては、学力の面だけでなく、スポーツ

で高いレベルをめざす子どもたちが、地元の高校に進学しても日本一をめざせ

るような地域にしていくといった視点も考慮いただきたい。 

⚫ ものづくり産業においてもＩＣＴの活用は必須となっており、子どもの頃から

実践的なＩＣＴ教育を受けられる環境の充実を図っていただきたい。 

⚫ 若年層の職業の選択肢の拡大を図るために、起業家や新しい企業を育てる取組

を積極的に進めていただきたい。 

⚫ 「若者に選ばれるまち」を実現するためには、仕事が終わってから余暇を楽し

める時間も大切である。コミュニティスペースや野外でのＷｉＦｉ環境の整備、

様々なスポーツ・文化活動が楽しめる環境の整備を検討いただきたい。 

⚫ 建設業の人手不足の深刻化により、災害時の体制も脆弱になってきており、災

害時の連携等を含め対策が急務となっている。 



 

 

 

4 

⚫ 共生社会を実現するためには、障害者への理解、心のバリアフリーに向けた取組

を強化していく必要がある。 

⚫ 情報化社会が進展する中で、将来的には、高齢者をはじめとする情報弱者への

配慮が必要になってくる。「誰ひとり置き去りにしない」ということを根底に置

き、さまざまな福祉課題に対応するための施策を進めていただきたい。 

⚫ 未来創生ワークショップにおいて、高校生からは娯楽施設がないといった意見、

女性からは雨の日に子どもたちを遊ばせる施設がないといった意見があったが、

空家や空き工場、学校跡施設など、今ある遊休資産をそうした施設として活用

していくことも考えられる。 

⚫ 子育て世代だけの交流、高齢の方だけのサロンではなく、高校生たちを含め世

代間の交流を促進する場づくりを検討いただきたい。 

⚫ 本市には、多彩な産業や豊かな自然、歴史といった資源があり、移住者を含む

多様な人材が活躍できる環境がある。そうした今ある資源やつながりを活かし、

新たな事業機会や活動が継続的に生み出される仕組みをつくっていくことが重

要である。 

 

 

３ おわりに 

審議の過程においては、上記意見のほかにも、各委員をはじめ、未来創生ワーク

ショップに参加した高校生や若者、女性から様々な意見・提案がありました。それ

らについても十分ご留意いただき、今後の施策展開に活かしていただくとともに、

京丹後市にあふれる可能性の実現に向け、次期基本計画に掲げる施策が着実に実行

されることを期待しています。 
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■京丹後市総合計画審議会委員名簿（敬称略）  

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  
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■第２次京丹後市総合計画「基本計画」 検討の経緯 

 

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～午前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  
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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  

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  

 

 


