
 

  

郷区 

地域まちづくり計画 

郷地区 地域まちづくり計画策定委員会 



 

『郷区地域まちづくり計画』の取り組みについて         

 

郷区長  沖野正和  

 

 

このたびの郷区地域まちづくり計画は、自分たちの住んでいる地域について、将来

にわたって自らの力で守り、創り上げていくための目標や基本方針を定めた計画であ

り、郷区自治運営の総合的な指針となるものです。   

平成  16 年  4 月  1 日、丹後  6 町が合併して京丹後市が誕生しました。これに

より、行政区域が広域化し、行政運営の合理化が進められ、行政サービスの提供のあ

り方が変化してきています。これまでのように行政が地域のすることを決めて押し付

けるのではなく、地域のことは区民自らが意思決定をして運営をしていくという自立

的で主体的な自治運営が求められています。 そのためには、現状を把握し検証する中

で、自分たちの地域を今後どのようにしていくのか、今こそ地域の将来像を定め、自

分たちの手でまちづくりを進めることが極めて重要となっています。   

現在の郷区は、少子・高齢化の進行が他の地区と比べても顕著なものとなっていま

す。近年では、農協支店の廃止、郷保育所の閉所、郷小学校の閉校と、立て続けに地

域のコミュニティの中核となっていた施設が無くなりました。楽しみにしてきた区民

運動会、小学校での各種交流事業、子供から老人まで交流できる催しが無くなり高齢

者を中心に寂しい思いが募っています。しかしながら、この郷区を、持続可能で生き

生きとした区に全区民の力で再生していかなくてはいけないと思います。その最初の

取り組みとして、定住されている中学生以上の全区民を対象にした全区民アンケート

調査を行ない、そして郷区地域づくり計画書の策定に取り組むこととなりました。こ

の計画書が、区民の皆様による様々なまち創りの出発点になります事を祈念いたしま

す。  

 

平成２９年  １月吉日  
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郷区地域まちづくり計画 

 
はじめに  

本計画は、郷区民へのアンケ－ト調査をもとに地域（大字郷区内、以下「地

域」という）の諸問題と地域の将来を考える目的で企画したものであり、次

のように構成します。 

第１章 地域の概要と趣旨（地域の概要と計画作成のための趣旨） 

第２章 基本構想（地域における今日の課題と地域づくりの基本理念） 

第３章 基本計画（基本構想を実現すべく具体的施策） 

参考資料 区民アンケ－ト（平成２８年２月実施） 

 

計画期間を平成２８年度を起点とし、概ね１０年間（平成３７年度まで）

の地域づくりの内容を掲載し、必要に応じて５年を経過した後に、見直しを

検討することにします。  

  

第１章  地域の概要と計画の趣旨 

 

１、地域の概要 

（１）歴史、暮らし、産業、教育、文化 

①地域の歴史 

当地区は昭和 2 年の北丹後地震の震源地となった場所として有名

です。この大地震で村は全滅し、郷区では 67 名が亡くなっています。

近代の郷村は、明治 22 年に竹野郡のそれまでの小村である郷、切畑、

生野内、公庄、高橋、新庄の６集落（大字）が合併して成立しまし

た。その後、昭和 25 年には同郡の５つの自治体の合併で網野町に統

合され、それ以後『郷』は網野町の大字名でそのまま継承されてい

ます。 

主な神社などは「大宇賀神社」があり、10 月中旬には盛大に「神

輿」を担ぎ、秋祭りとして賑わっています。また、府道網野久美浜

線をまたぎ反対側には「武神社」があり、毎年、子供たちの奉納相

撲が行われています。郷小学校については、過去には切畑分校、新

庄分校を擁する大きな小学校でしたが、平成 25 年度をもって閉校と

なり、網野地区の「網野南小学校」に統合されました。 

地域の産業は昔より、大方各農家は３反（米作）農業で、勤め人

としての併用収入で生業を立てていました。その後、旧網野町域で

は珍しく農業からサラリーマンへ移行された方が多い地区と思いま

す。特に公務員としての勤め人が網野町内でもとりわけ多い地区で

ありました。  
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（２）人口の推移 

 

年度 世帯数 男 女 計 確定年度 

平成元年 １６５ ３００ ３２０ ６２０ H2.3 月末 

平成 5 年 １７６ ２９２ ３２４ ６１６ H6.3 月末 

平成 10 年 １８２ ２９０ ３１４ ６０４ H11.3 月末 

平成 15 年 １７９ ２７０ ２９１ ５６１ H16.3 月末 

平成 20 年 １７６ ２５５ ２５４ ５０９ H21.3 月末 

平成 25 年 １７０ ２３０ ２２８ ４５８ H26.3 月末 

平成 27 年 １７０ ２２５ ２２７ ４５２ H27.11 月末 

 

地域の 70 歳以上の人口と高校生の人口 

  H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

年
齢 

70 歳以上  115 117 114 110 111 112 110 102 109 109 

全体人口  546 537 519 530 507 494 492 485 473 456 

人口に占める比率％  21.1 21.8 22.0 20.8 21.9 22.7 22.4 21.0 23.0 23.9 

 人口減(前年対比)  9 18 11 23 13 2 7 12 17 

 18 歳(高３生 )人数  3 7 5 5 4 11 2 5 8 2 

 

地域における保育園児 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

入園児数 6 4 3 5 1 5 1 2 1 4 

 

地域における二十歳前後の人口 

 

 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

高校生 (16～18 歳 ) 16 17 15 21 18 19 16 16 15 8 

19 歳～22 歳 21 19 22 17 17 14 21 18 18 19 

23 歳～26 歳 30 17 16 22 20 18 20 16 11 7 

27 歳～30 歳 22 32 24 23 20 21 18 22 18 16 

31 歳～34 歳 21 18 16 17 23 21 21 18 20 19 
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②郷地区の行事、施設 

主な地区の行事（平成 27 年度に行なったもの） 

 

月 地域行事 備考 

1 月 定例評議員会（新旧の事業計画作成） 
役員会（区長、副区長、会計、会計
監査の打ち合わせ） 
区民総会 

 

2 月 新年度評議員会と組長打ち合わせ  

3 月 評議員会  

4 月 評議員会  敬老会  道直し 

 

 

5 月 評議員会  

6 月 評議員会 区の財産整備 
武神社祭礼実行委員会 

 

7 月 評議員会 
夕涼み会（公民館） 

 

道直し作業  

夕涼み会  
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8 月 評議員会 

武神社祭礼（平成 27 年 8 月奉納相撲） 

 

9 月 評議員会 
地区運動会（網野南小学校区） 

 

10 月 評議員会 
地区秋祭り 

 

11 月 評議員会  

12 月 評議員会 
区役員の親睦会 

 

 

２．計画の趣旨 

平成１６年４月１日、丹後六町が合併し京丹後市が誕生しました。地方

分権の流れの中での合併によって、地方自治体は今まで以上にその運営の

合理化や、重要な意思決定、責任が求められています。同時に地域でも多

様化する区民それぞれの要求に出来得る限り呼応すべく、より住みよい地

域を自らがつくらなければなりません。そのためには、行政の指導、援助

を受けながら区民自ら考え、行動を起こすことです。そして自らも負担を

負い自分たちの地域は自分たちで守り、つくり育てるという意識を持つこ

とが求められます。 

そのためにも、この計画では最善の郷区の在り方をめざし、どのように

地域づくりを進めていくかを様々な視点から具体的な実現策を作成するも

のです  

奉納相撲  

秋祭り 
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第２章 基本構想 

私たち、郷区の役員らで構成するまちづくり計画策定実行員会のメンバ

ーは今春より、現在の本区の様々な課題を明らかにすべく区民の皆様に向

けてアンケート調査を行ないました。この中には皆さんの貴重なご意見、

普段聞こえない声を聞かせて頂くことができ、委員会としては大変有意義

な調査であったとの思いを持っています。 

さて、そのアンケート調査から（調査集約の詳細は巻末に掲載していま

す）見えてくる課題などを以下に述べていきたいと考えます。  

一例として、地区外の方も感じられている河川（水路）関連の設問では整

備を要請するかなりの回答が出されています。そしてそのご意見を出され

た区民のほとんどの方が「10 年後郷区に住みたいですか？」の設問で『住

みたい』（理由はどうあれ）と回答されていることから看過出来ない問題

だと感じました。このことは河川をどこが管理しているかに関わらず、地

区の問題として早急な対応を望んでいること以外の何物でもありません。  

これら区民の意見を把握しながら以下の地域づくりの課題をアンケート

ご意見などから取り上げて「地域まちづくり計画」の基本構想とします。 

 

１、  区民アンケートからの課題 

地区の広い面積を管理するための負担が区民一人ひとりに掛りすぎ

ているのではと思われます。これは農地を保有される、あるいは耕作

される区民の減少により山間市道の維持管理が困難なため村役など

で補っている現状があります。つまり区民によっては使用されない道

路の維持管理に駆り出されている意識からこのようなご意見が出さ

れているかと思われます ⇒「山役・道役など」の回答・意見より 

 

２、  環境・施設整備の課題 

河川問題（とりわけ福田川の雑草）については本章冒頭で述べました

とおり早急に対策を関係機関と協議しなければなりません。この河川

の清掃は平成 26 年より、それまで郷区の愛護会を中心に行われてい

たのですが少子化のなか会員数の減少で作業委託が出来ず、以後清掃

が出来ていない現状です。また、河川の実態から一般区民での清掃が

危険である指摘もあり地区としては手が出せない事情があります。  

公会堂に関しても、アンケートのご意見は一様に「危険・建替え必須」

が大多数であり、抜本的な対策が急務かと実感しています。加えて、

区が所有する他の様々な資産についても適切な管理、改修を行なって

いかなければなりません。 

 

３、  安心・安全の地区づくりについて 

地区自主防災会組織の充実とレベルアップを行なう。 
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４、  健康と福祉に関して 

区民誰もが健康で暮らせる福祉活動も積極的に行なわなければなら

ない。好感を持たれている「子育て環境」も大事にし、その環境、イ

ンフラを整備する。 
 

５、  希薄になる地区内のコミュニケーションを保つため様々な取り組み

を行ないます。 
 

６、  青少年に対する課題 

少子化の進む中での愛護活動を見直して行きます。 
 

７、  空き家、空き地の増加とその対策を行ないます。 

 

 

第３章 基本計画 

前章の地区の課題、そしてその解決の基本理念のもとで、以下に掲げる計画を

実行いたします。  

 

１、  区民アンケートからの課題に関して  

アンケートのご意見の随所に出てくる「山役・道役」については郷地区

（農村）であるが故の課題であり、区民の皆様に協力して頂く以外にな

いかと思います。受益者云々という論理もありますが、道役については

主に市道の管理に充てられており、また現在の市の管理体制が地元管理

に委ねられている現状では、やむを得ないことと考えます。一方で区所

有の山野がある限り区財産の管理のため、農道、山道の整備は「地区全

体で行なわなければならないであろう」と結論づけられると考えます。  
 

２、環境・施設、備品整備の課題に関して  

①区民アンケートでのご意見に多くあります福田川（雑草）の清掃管理に

ついては高齢化等により地区の受託管理では困難な状況にあります。し

かし、現行のまま放置できる状況ではないことから、管理者である京都

府と協議していきます。  

②区民各人が集う場所としての魅力を高めることを目的に、郷公会堂、郷

公会堂広場を整備します。また、郷区事務所（網野教育会館内）が地域

コミュニティー活動や社会教育活動の拠点として利用推進するために

は、事務備品、インターネット環境・機具等の整備、充実を図る必要が

あります。  

③道路、街灯、ゴミ収集所の整備、除雪対策をすすめ区民の安心・安全を

図るため道路標識、セーブミラーなど視認弊害などの問題個所は関係各

機関に改善要望を行ないます。  
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３、安心・安全の地区づくり  

郷区内で構成されている「自主防災会」等で次の訓練、整備、啓蒙を高

める  

①防災訓練を実施する  

②防災備品の充実と避難路の整備を進める  

③防犯・防災意識を高める  

 

４、健康と福祉  

①誰もが参加しやすい運動による健康管理を推

進する。  

②老人の知恵が生きる「生活・子育て交流の場」

をつくる。  

５、コミュニケーション活動  

①区、公民館、老人会が連携し、住民参加型の取

組みを考える。  

②日帰り研修、サロンの拡充、地域の歴史検定など区民間の交流と学習の

輪を広げる。  

６、青少年の育成  

①地域の愛護活動を支援する。そのためには地区の公民館事業等の取組み

の中での企画を推進する。  

②子供達を主人公にした取り組みを考えるため、愛護会を中心に組織を編

成する   
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アンケート集約の結果について 
 

郷地区においては初めての住民への意識調査であるかも知れませんが、今春におき

14 項目の設問・回答用紙を各組に配布を致しました。各隣組長さまにもお世話になり、

実行委員により回収後に集計、集約した結果を記載します。  

 

１、  回答者の性別             

 人  

男  133 

女  142 

 

２、  回答者の年齢層  

 

 

３、回答者のご出身地  

   

 

４、回答者の仕事・職業  

会社員  

公務員  
農林漁業  機業  商業  観光業  

パート 

アルバイト 
家事専業  学生  無職  その他  

107 11 2 5 0 36 13 22 77 14 

 

  

 人  割合  

19 歳以下  22 8.0% 

20～29 歳  4 1.5% 

30～39 歳  31 11.3% 

40～49 歳  40 14.5% 

50～59 歳  50 18.2% 

60～69 歳  61 22.2% 

70～79 歳  42 15.3% 

80 歳以上  25 9.1% 

 人  割合  

郷区内  141 51.1% 

京丹後市内  91 33.0% 

京丹後市外  44 15.9% 
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６、10 年後にも郷区に住みたいですか  

（無回答あり）  

  

 

７、郷区の取組みについて（無回答あり）  

◇続けてほしいこと  

１、秋祭り（大宇賀神社）  43 件／63 件有回答中  

２、天王山祭り・相撲    10 件／63 件有回答中  
 

◇やめた方がよいこと  

１、山役・道役などの地区夫役   16 件／26 件有回答中  
 

８、区として今後取り組んでほしいこと（無回答あり）  

１、福田川の草刈り・清掃    12 件／45 件有回答中  

（抜粋）   

人口減少でも運営していける村づくり  

老人支援サービス 

福田川で蛍が見られるように 

獣害対策農地の整備高齢者対策  

・地域内でのディサービス（高齢者）・子供たちが遊べる公園の整備・地区経営のレストランお店・新し
い人が住める転居者が来れる地域づくり  

川の清掃  

もっと若い世代に任せる考えを持ってほしい  

福田川   除草  

住民が集まる行事旧郷小学校の活用防災訓練  

旧郷小学校の活用  

遊具の整備  

旧郷小を年配の人も何か使えるようにならないか  

在宅看護の充実  

コンビニの誘致旧農協を撤去してバスが入れる道をつくるべき府道の拡幅を東京オリンピックまでに  

高齢者が住みやすいように田畑の有効利用  

福田川の草刈  

全員で集まるようなこと 

墓地整備  

花いっぱい運動  

浜詰区墓地のような墓地整備  

収入を得られる取り組み 

防犯灯の増加  

評議委員会各係の現状をもう一度再検討  

老人ホームの建設（学校） 

球技大会  

河川草刈り 

区民がみんなでかかわり取り組めること、たとえば、花いっぱい運動とか。  

川の草刈り 

区費集金方法  

 人  割合  

住みたい(積極的 ) 171 61.7% 

住みたくない 48 17.3% 

どちらとも言えない 58 20.9% 
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郷小の有効利用  

若者が住みやすい町作り  

河川の草刈り※防災面のみ環境にも配慮を。 

福田川の草刈り 

福田川の草刈り 

福田川の草刈り 

川の中の草や石等のそうじ。 

 

９、ゴミの収集についての意見（無回答あり）  

※回答された意見の中より？  

★2 列表記                         （抜粋）  

立ち番がまだ必要  特になし 

特になし 現状でいい 

不燃の大型ごみの回収を年１～2 回行ってほしい  当番ごくろう様です 

資源ごみについて再度確認する必要がある  特になし 

古紙回収ボックスを置いてほしい  燃えないごみを１ヶ月に２回に増やしてほしい  

分別も何年か経ったので当番がなくても良いのでは  
昼ごろまでゴミ収集場にあるのでもっと早く収集して欲

しい 

今のままでよい 立ち番が必要ですか 

最近ルールを守らない人がいて迷惑ですぷら網袋を持

ち帰る人がいて大変迷惑です 
郷区のゴミ収集場が少ない。もっと増やしてほしい  

ゴミ収集場が遠い、近くにあったのに遠くなった  資源ごみの置き場をふやしてほしい  

ゴミ収集場が遠い  続けたほうがいい 

皆がちゃんと分別するようにしないといけないと思う  ８時までに出す事にはなっているのに収集が遅い。  

立ち番の減少、廃止に向けてレベルアップ  立ち番が必要か？雇用の場にしては？  

生ごみ以外は、常設のゴミステーションが左にほしい。  当番は不要なのではないでしょうか？  

プラや不燃ゴミも通常のゴミ置場でも良いようにビン・カ

ンは危険なので今まで通り。  
収集日を防災無線で広報して欲しい。（不燃、電気、）  

今現状で満足している。 立ち番ご苦労様です。ありがとうございます。  

今のままでよい。 もっと早い時間に集めに来てほしい。  

収集車がお昼頃まで来ない。  出番は一人でよい。 

問題なし。  当番は不要なのではないでしょうか？  

当番は一人でよい。 
収集日を防災無線で広報 して欲 しい。（不燃 、電

気、） 

プラとかペットボトルとかビン缶類などが週１回、収集し

てもらえればありがたいです。  
前日もってくる人有り時間すぎてもおそくもってくる人  
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１０、防災についての意見を尋ねる（無回答あり）  

 

★2 列表記                          （抜粋）   

消防団員未入団者への罰則  
消防団員の確保、若い人の地域防災への関
心。意識を深めてもらう様に積極的に声掛け
等行い参加しやすい環境づくりもやっていく。  

防災訓練の充実  郷区の避難訓練の参加人数？  

これからも定期的に防災訓練を続けて欲しい  
網野の防災センターが郷に有れば町のために
なるのでは。 

各組から防災係りを選出  区民の意識を高める取り組み。  

自主防災能力・意識が低いアルファー米の備蓄を
すべき 

避難場所が遠いので、高齢者は避難は、むず
かしいです。 

避難訓練等を各組で取り組んでいても参加しない
家もあるので周知徹底できればと思う災害にあっ
てからでは遅い 

消火器の設置。 

粘り強く啓蒙していく以外にない高齢者の見守り
体制を 

もっと準備が必要。 

防災設備が整っているのか疑問  避難所は、安全ですか。  

一人暮らしの家も多くなると思うし、挨拶が大事だ
と思う 

 

となり近所の声掛けが大事あいさつをしよう  郷区の避難訓練の参加人数？  

実際の非常時に必要な人材が確保できるのか訓
練の為の訓練になっていないか  

網野の防災センターが郷に有れば町のために
なるのでは。 

福田川の水害が心配岩止め橋近辺の土を撤去
すべし 

区民の意識を高める取り組み。  

一人暮らしなので、いつも気をつけている  評議委員の中で防災係を置き区民の指導に。  

避難場所は、安全ですか？ 消火器の設置。 

評議委員の中で防災係を置き区民の指導に。  
大雨の時、水害などありそうな時、役員、消防
団など早く出動してほしい。 

もっと多くの区民に自主防災に参加してもらう。  積極的に訓練してほしいです。 

防災用具の常設（食品もかねて）  
台風、大雪等の時独居老人等に訪問や声か
けをしてもらいたい。 

公会堂が水路の近くではよくない。  高齢者の避難が適切にできるか？ 

避難場所は、安全ですか？ 
自主防災組織は出来ているが、区民まで周知
徹底する必要がある。 
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１１、郷公会堂の管理・整備についての意見（無回答あり）  

有回答（10 年後も住みたいとの併答者）の内、６割近くの区民が施設の建替え、

修繕を希望し今のままでは施設を利用するのが適切でないと回答されています。  

（抜粋）    

トイレ内の防虫について  

建て替えなど整備が必要  

教育会館が使用可能であれば公会堂は必要ない  

整備をお願いします又はなくしても良いと思う  

老朽化していて今後の維持管理費が心配  

敷地の整備、建物前の用水路回収  

除草作業すべき 

遊具の管理・点検  

公会堂前の道路が雨の時ぬかるむので舗装できないものか  

広場の整備   公会堂は補修しながら維持する 

建て直してほしい自治会の本拠地としてほしい  

既に寿命が来ていて建て替えが必要  

教育会館もあり整理が必要と思われる  

新築していただきたい 

下郷地区の者が利用しやすい環境を  

老朽化しているので無理  

今のままで良い 

今のままで良い 

トイレ整備  

建てなおし 

子供達が安全に遊べる様に、公園の管理（草刈り）などしてほしい。  

高齢者、子供、ともに気楽に使えるようにする。集まりの場を作る。  

郷小に集約するべきでは。 

お金があるならリフォーム。 

建替えすべき。 

かなり老朽化しているが、安全ですか？今のままでは、いきたくない。  

建て替え希望。 

建物の換気を月一度は窓開け係、建物周辺の草刈り等係を置く。  

建て替える（危険だ）  

新しくした方が良い。 

建設準備を１０年程度で完成できるよう「準備金」を積立てる。  

公会堂のリフォームをするか、建て替えること  

老若男女集える場所であってほしい。使えない遊具は即撤去し、子供達が安心して遊べるようにし

てほしい。 

区民が、いつでも集い和める場所になればいいなあ。  
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１２、郷区の山役、道役の出役についての意見（無回答あり）  

有回答者の内、役４割の方が、「廃止方向」あるいは負担の軽減を希望する意見回
答あり。一方で有回答者中６割の区民が制度の存続と肯定感、存続方向で若干の改
善要との意見。  

（抜粋）  

地区内の保全のため必要  

少なくする方向にして欲しい。不足金が高い  

不足金が高すぎる  

日程についてもう少し早く分かれば日程調整しやすいできれば年度すぐにでも  

山役・道役は従来通りでよい 

区役として河川の草刈をしたら良いと思う  

村役として川の草刈をしてはどうですか 

仕事などで出れないのに役不足でお金を取ることはどうかと思う  

農道の道役納得できないです。京都府、京丹後市内全て郷区のやり方でしょうか？  

道役は区役にすること組単位ではなく区で  

道役はなくしてもいいと思う 

郷区内の道路除草は？ 

参加者（いつも決まった人が出てる）の高齢化が心配  

福田川の整備（清掃）を区役として行ってはどうか  

増えても良い 

昔から山役、道役に行っている。行かなければお金を出さなくてはならない。だから体が病でも行っ
ている。年々若者が少なくなってきている、一つでも減らせないかと願う  

仕事をしているので親に行ってもらっている。７０歳になってもお金を払わなければいけないので無理
して山役に行っている。一つでも減らせないか考えて欲しい  

夫婦でピクニックに来ているので考えて欲しい  

出役廃止の方向で考えて欲しい  

現在の山林役は道路管理になっていないか夫婦７０歳はハードルが高すぎるのではないか  

継続は必要だと思う 

出役免除の年齢になり大変な恩恵を受け感謝しております  

郷へ帰って来た時初めて参加。場所もわからず出勤簿があるのもわからず１年目は出席印を忘れ
た 

道役を少なくしてほしい 

高齢者の方が多く若い方が少ないので山役など大変になって来ており、今後がとても不安  

山役は廃止し道役についても廃止し、福田川の草刈や環境整備への変更をすべきではないか 

無理もあろうけど続けて行わなければいけない  

出役を少なくしてほしい 

全般に休憩時間が多い様な、現在の状況では廃止しても良いのでは、代わりに、福田川の草刈り
を行うとか。 

役に出る事には何もないけれど、ダラダラと遊んでる人も多くもう少し、効率良くしたほうがいい。  

満７０歳過ぎたら行ったらダメ、一日の村役はちょっときびしい。  

なしにしてほしい。  

区役免除の見直し、基準等。  

区民全員の利益になるような取り組みに変えてほしい  

仕事時間を３時間以上（出役の出来ない人は半日日当をだしている。山役と言っても道路管理をし
ていると同じ外の事を考えるべき、１回でよい。  

夫婦のどちらか７０以下という規定ですが、主に出ているのが男性で、夫が７０才以上であれば自由
参加にしたら。 

今後も続けていくなら、高齢化が進み今後今の方法が継続していくには無理があるのでは。  

可能な限り続けてほしい。  

できるだけ少なくして欲しい。  

廃止  

区民の人数も少なくなる事と思い、年齢の高い人でも作業の出来る人、又有志等を集めて作業の
出来ない所をおこなう。 
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１３、郷区内の道路、水路、危険個所の整備についての意見（無回答あり）  

（抜粋）  

★2 列表記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川の草が見苦しい 
府道の側溝にふたがしていない所に夜、見えにくいため高

校生が自転車ごと落ちたのを見たことがあり、危ない。  

川の草はあのままで良いのか？  
府道は車が多い、スピードを出す車もある。高橋に向けて

狭い個所もあるので一考をお願いしたい  

水路などの清掃  
車が多く走るので怖い夏になると観光によそから来るので

不安だ  

道路整備   及び道幅を拡大して欲しい 整備に力を入れてください  

道路の整備をして欲しい（岡垣）  特になし 

農業水路でもあるのですが家の敷地内に水
が流れていて困る  

市道新田岡線の整備は継続されているのだろうか  

新田岡線の早期完成神社線のアスファルト
舗装  

下水道の整備はやはり無理なのでしょうか  

ミラーが汚れて見えない 
水路は浅くせまい道路は歩道が段差があり 3.5ｍ幅のあ

る所がない 

要望しても実行していない所が沢山あると
思います過去を振り返り見ては如何でしょう
か 

井上商会から公庄に行く道（橋）の整備が必要  

福田川、中洲の草山の整備  何はともあれ、お宮への道路舗装をしてほしい  

公会堂の建物前の水路（用水路）の整備を
すべき 

水路にゴミがたまって大水になると溢れる  

道路環境の改善  一組の市道を行き止まりでなく新しい道に続けてほしい。  

郷郵便局の東側歩道が斜めになっているの
でベビーカーで通りにくい  

道路の整備   １組の市道  

福田川に葦が繁茂していて水の流れが悪い
ので以前のように川の清掃をした方がいい
のではないか 

道路のデコボコが気になります。  

市道の舗装   農道の拡幅と整備  

郷～切畑街道を猛スピードで走る車（おそらく郷区外の方

とみられる）がたまに見うけられるので、速度規制看板等

の防止措置をお願いします。  

７～８組の間の橋の修繕をして欲しい。  橋と道路巾を広げてください。  

7 組の所（流れ橋）があった場所にフェンスを
して欲しい。子供が通るときに危険と感じる  

道路のひび割れが、あちこちで目立つ。  

新道の早期貫通を望む 郷小入口にある信号を橋のところに移設されたい  
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１４、郷区の運営、取り組みについて課題・要望、アイデア等の意見（無回答あり）  

（抜粋）  

自治消防の取組が必要  

区の運営資金になるような取り組みがして欲しい区の運営資金にならない（減る）取り組みは止めても

らいたい 

除雪作業をもっと力を入れて欲しい下作業所を立て直してほしい  

横のつながりが出来る様な取り組みを希望します  

まちづくりを計画的に考えていけたらとよいと思います。それを区民みんなで実行していけたら・・・  

特になし  

コンビニが近くにない遊ぶ場所がない  

区費が高い 

郷小のグラウンド建物の清掃  

役務としては交流会やイベントは大変だけどなるべく続けて欲しい  

郷区は自然豊かであるが小学校、保育所がなくなり商業施設もなく、若い世代が居住取組するには

魅力が少なく不便である。しかしながら国重要文化財の郷村断層があり、夏季には海水浴客が多く通

過する地域であることから何かしら（加悦町のひまわり畑など）目に留まるような取り組みをすることに

より地域の活性化につなげることができると思う・青年会などの各年齢層が集まる機会を作る・まちづ

くり大学に参加している学生との交流（実態がよく分からない）  

（村の）一斉清掃   道路側の草が生えっぱなしで汚い。自宅前だけでも草むしりを一斉にするなど如

何でしょうか。 

交番近くの横断歩道は信号機が交わっても車がめったに止まらないので子供たちが危険に感じるが

何か対策はないですか？  

行事等行うのは良いが人数の確保が難しい状況。原因として若者不足があるので、若者がＵターンし

住みたいと思える村づくりが必要と思う  

公会堂の前の広場の整備子供が遊べる場にもして欲しい広くしてきれいにして行事もする  

市役所の出先機関のように思える  

郷は店も１軒になり過疎地になった。若者は減り、車、バイクなど、乗り物がない家も増えていくだろ

う・・丹海バスが頼りだが少ない・・・これから十年後の郷は確実に寂しい過疎地になっているだろう  

網野教育会館の使用について、使用料を取ったらどうですか？  

高齢者が増加し限界集落になる感じがするのでその対策とともに老人世帯への気配りを  

特になし  

高齢の世帯となり何かとお世話になっており感謝しております。何卒よろしくお願い申し上げます  

いろいろお世話になり有難うございます。よろしくお願いいたします  

郷区としての行事が縮小されてきている気がする  

年度初めにいろいろな行事（子供、若者老人）の年間予定が解れば有難いと思います  

問１２のように郷に住むにあたっての「マニュアル」のようなものあれば良いと思う。祭りなどの行事に際
し役に立つ。 

どのような取り組みがあるのか  何が継続中なのかもう一度教えて頂きたい  

大変ですが頑張ってください  

大変でしょうけど頑張ってください大川がとても荒れて（草）何とかしなければと  

福田川が草でいっぱいなので川の役目をはたしてないので、なんとかしないと。  

お寺の公園で子供達が遊べる様にして欲しい。スーパーが近くに欲しい。郷小のグランドの草が、気に

なります。（遊具付近） 

旧農協跡地の有効利用として、郷区のアンテナショップの様な事が出来れば良い。（農産物直売所

や、工芸品等）．河川改修、水遊びが出来る様な場所を作ってほしい（府の事業となるでしょうが）                                          
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愛宕山を大宇賀神社境内に移設されたい。耕作放棄地田の農耕地域からの除外。細川線の管理整

備等。神社線の舗装。 

企業誘致、ベンチャー企業等の支援、  

区の財産の管理。 

事務員の雇用。 

空き家や、一人ぐらしなどで、庭の草や木の手入れができていない。道路にはみ出している所があり

車の通行に支障がある。空家は、倒壊しそうで危ない。将来、車の運転ができなくなった時の不安を

思うと、バス停が近くにあれば、すこしは安心かも。常吉百貨店のような、郷百貨店はできないか？  

コンビニを誘致。 

「今までこうだった」から「これからどうするか」を色々なことで考えていただければと思います。  

財産係、土木係共に、年一回程、見回をし財産管理に務めてください。   区役に出ない人、２年以上

の人は現行の２倍以上の請求とか（元気で都合等考えた上）皆の協力を。  

老人世帯が多くなるため区政管理を改善すべき。  

郷～切畑線車の速度制限してほしい。  

これからも増えていく廃屋、気持よく生活したい。住民にとっては、ほっておけない問題だと思います。  

めぼしい事業もしないのに、区費が高すぎる。  

何をされているのか、わからない、又、交流がどの様にとれているのか、全体の動きになっていない。  

公会堂前広場の整備 (芝生、桜）  

組の再編を考えてみてはどうか？区、役員選挙の改革（推薦制度の導入）  

①愛護会、PTA 関係なく福田川の草刈り、そうじをしてはいかがでしょうか。   ②多目的広場の清掃。

例、組毎とかで毎月など。③郷小のグランドの草取り、草刈りを市に依頼して頂きたいです。遊ぶ機会

子供達が増えていますので。 

寺の裏山に花の木を植えて観光客が来るぐらいにしてはどうか？村の活性化になるかも。役員の報

酬をなくす（都会は無報酬です）都会は区費の還元等もありました。（区の行事に使用   運動会景品

代、バス旅行のたし等） 
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参考 郷地区の歴史にかかる参考写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部 

内部 

生野内断層  

樋口断層  

小池断層  

郷村断層（ごうむらだんそう）は、私たちの住

む旧郷村にある上記写真のとおりの断層です。

1929 年国の指定を受けた天然記念物です。こ

の断層は 1927 年（昭和 2 年）3 月 7 日に発生し

た北丹後地震によって地表に現れたものです。

右の地図にありますように樋口断層より小池断

層、そして一直線に南側生野内の断層へと通じ

ています。 

 

断層線  
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編集後記 

平成 27 年 8 月より取り組んできました郷区のまちづくり計画が、皆さ

んのご協力で出来上がりました。ご協力いただいた方々にお礼申し上げま

す。郷区初めての中学生以上の全区民へのアンケート調査をお願いしまし

た。これからの郷区にとって貴重な資料となることと確信しています。旧

網野町で 4 番目の策定と聞いています。郷区のまち創りが網野町他地区の

参考になるべく区民皆様のお力を頂きますようお願いいたします。  

最後になりましたがこの「まちづくり計画」を創るにあたり、網野市民

局地域協働係の多大なご支援を賜りましたことに感謝するとともに御礼

を申し上げます。  

 

郷区地域まちづくり計画策定委員会  

代表：後藤秀一 事務局／松本直己 委員／高野政義 引野都夫  

高野玉枝  
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