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午前９時３０分開会
○委員長（奥村

申します。どうぞよろしくお願いします。

忠俊） それでは、ただいまから人

○委員（清水

口減少対策等調査特別委員会を開催いたします。

寛）

清水です。よろしくお願いし

○委員（田中藤一郎）

田中です。よろしくお願いし

ます。

一言ご挨拶申し上げます。
新年度に入りまして初めてのこの委員会という

ます。

ことになりました。出発にふさわしいよい季節にな

○委員（椿野 仁司）

一番最後の椿野ですが、ちょ

っておりますし、きょうも非常に穏やかな天気でご

っと長くなりますけども、人口減少の対策というこ

ざいます。そういった中で、ひとつ穏やかにきょう

とであれなんですけど、私は子供が４人おりまして、

は委員会を進めていきたいと思っておりますので、

全員東京に行かせました。お金もたくさんかかりま

皆さん方のご協力をお願いしたいと思います。

したけれども、全員城崎に帰ってきました。そのう

人口減対策ということでございまして、先が見え

ち２人は結婚して３人の孫と、それからもう一人ま

にくいという非常に難しいテーマに向かおうとし

た結婚した新婚のところに孫ができます。それから

ておりますけども、きょうお顔を拝見しますと、当

長男もこの春に結婚をすることになりました。それ

局側、６人の部長さんばっかしがおられる非常に市

から長女はいつの間にか結婚してますということ

の全体を網羅したような委員会になっております

で、私から言わせると、自分が実践をしてきました

ので、ひとつ我々としましても、当局側と協力しな

けど、帰すのも大変だなあ、帰ってきたのも大変だ

がら、まちの発展のために少しでも前進できればと

なと、そういうことでございます。何かヒントにな

思って、そういう姿勢で取り組んでいきたいと思い

ればということで自己紹介にお話をいたしました

ます。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。

が、それでいい知恵があるわけではございませんが、

それでは、委員会に当たりましては、活発な発言

それでも本当にそういうふうにやっていかないと

を皆さんにお願い申し上げまして、簡単ですけども、

人口はふえていかないのかなということがあるの

ご挨拶にかえさせていただきます。

で、ここにおられる皆さんも努力していただきたい

それでは、協議に入りますまでに３番の自己紹介

なと。以上でございます。

をしたいと思います。

○委員長（奥村

今回は、年度当初の委員会であります。４月１日

忠俊） 全員終わりましたか。

じゃあ、当局のほうでお願いします。

付の異動で人口減少対策等調査特別委員会の当局

○政策調整部長（塚本

繁樹）

失礼します。４月か

職員に異動がありましたので、ここで自己紹介をい

ら政策調整部長を拝命しました塚本です。本特別委

ただきたいと思います。

員会は初めてということでございまして、何とぞど

まず委員から、次に政策調整部から名簿に記され

うぞよろしくお願いいたします。

た順でお願いしたいと思います。

○政策調整課長（井上

委員長を務めさせていただきます奥村でござい

よろしくお願いいたします。

倫久） 副委員長の上田倫久です。

○総務部長（成田

よろしくお願いします。
○委員（足田 仁司）

仁）

委員の足田です。どうぞよろ

初めてということになります。勉強させてもらいな
がらと思っておりますので、お手やわらかによろし

済みません、伊藤です。どう

くお願いします。

ぞよろしくお願いします。
○委員（嶋﨑 宏之）

寿道） 失礼します。総務部長を

拝命しております成田でございます。この委員会は

しくお願いします。
○委員（伊藤

失礼します。４月に

政策調整課長を拝命いたしました井上と申します。

ます。どうぞよろしくお願いいたします。
○副委員長（上田

靖彦）

○総務部次長（上田

おはようございます。嶋﨑と

篤）

失礼いたします。新採

用の総務部次長兼ワークイノベーション推進室長
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の上田です。引き続きどうぞよろしくお願いします。
○ワークイノベーション推進室参事（岸本

京子） お

それでは、よろしくお願いします。（「ちょっと
休憩してください」と呼ぶ者あり）

はようございます。ワークイノベーション推進室参

なら、休憩します。

事の岸本です。１年ブランクがございまして、戻っ

午前９時３７分休憩

てきてしまいました。一生懸命頑張りたいと思いま

────────────────────

す。よろしくお願いいたします。
○健康福祉部長（久保川伸幸）

午前９時４５分再開

健康福祉部長の久保

○委員長（奥村

川です。私は肩書が１つなくなりました。ハートリ

て委員会を再開いたします。

ーフ戦略室長という肩書がこの４月でなくなって、

それでは、まず、委員会所管の事務概要について

健康増進課の中の推進室という位置づけになりま

ということで、順番に説明をお願いいたします。

した。これからは健康増進課長と一緒に頑張ってい

井上課長。

きたいと思います。よろしくお願いします。
○健康増進課長（宮本

○政策調整課長（井上

靖彦）

事務概要１ページを

健康増進課長の宮本

ごらんください。地方創生の推進でございます。現

です。よろしくお願いします。先ほどもありました

況と課題でございますが、本市の人口減少の量的緩

ように、今年度からハートリーフ推進室がうちの所

和策を通じ、豊岡で暮らすことの価値と魅力を高め

管ということになります。よろしくお願いします。

る質的転換による地域活力の維持を図りながら、地

○環境経済部長（坂本

和幸）

忠俊） それでは、休憩を閉じまし

成彦） おはようございます。

方創生を戦略的に進めています。

環境経済部の坂本です。新米です。よろしくお願い

基本方針でございます。本市の地方創生総合戦略

します。

は、毎年度見直しを行っており、本年度も改定をし

○環境経済課長（柳沢

和男） おはようございます。

第５版を策定し、地方創生を戦略的、効果的に推進

環境経済課長の柳沢です。引き続きここにおります

してまいります。また、本年度は現地方創生総合戦

けれども、どうぞよろしくお願いいたします。

略の計画期間の最終年度となるため、２０２０年度

○委員長（奥村

忠俊） ありがとうございました。

からの地方創生総合戦略の改定を行います。改定に

（「済みません、最後に」と呼ぶ者あり）

当たっては、これまでの検証をもとに関係部署と協

済みません、どうぞ。
○事務局主幹（小林

昌弘）

議を進めるとともに、外部有識者等で組織される地
４月の人事異動で議会

方創生戦略会議の意見を踏まえ、地方創生を着実に

事務局のほうにお世話になります小林昌弘です。ど

推進する体制を整えてまいります。

うぞよろしくお願いします。
○委員長（奥村

概要でございますが、地方創生総合戦略第５版に

忠俊） 非常にいい雰囲気で始まり

ついては、ことし６月ごろに、また、第２期の地方

ましたんで、ひとつ維持していただきますようによ

創生総合戦略の策定については、来年２月ごろをめ

ろしくお願いします。

どに行う予定しております。以上です。

それでは、４番目の協議事項に入りたいと思いま

○委員長（奥村

す。

忠俊） お願いします。

○ワークイノベーション推進室長（上田

篤）

ワ

一括して説明をしていただきまして、後で質疑と

ークイノベーション室からは３点の重点事項をご

いう形で進めていきたいと思いますので、どうぞよ

説明します。ジェンダーギャップとワークイノベー

ろしくお願いしたいと思います。

ションのこの２件は私から、キャリアデザインのほ

順番につきましては、政策調整部、総務部、それ

うは岸本参事からご説明いたします。

から健康福祉部、環境経済部ということでお願いし

まず、２ページをお開きください。ジェンダーギ

たいと思います。

ャップ解消の推進です。現況課題ですが、ご承知の
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とおり２０代の若者の回復率が男性の半分という、

市内事業所の育休の取得率は４７．９％ということ

これ２０１５年の国調データですが、ということで、

で、全国平均に比べて約６割という状況です。２つ

まちの存続自体が危うい状況にあるというふうに

目が、５１歳から６０歳女性の平均給与収入額が２

認識しております。２０代の女性の豊岡で暮らす価

５１万円ということで、同世代の男性に比べて約半

値が総体的に低下しているからではないかと考え

分という状況でございます。３つ目が、働く女性の

てます。その理由としましては、（１）から（３）

５４．４％が非正規雇用で、男性の非正規雇用が１

に上げてますように、男性中心の社会で、社会的、

８．５％、これに比べて約３倍という状況でござい

経済的分野において女性が専ら補助的な役割を負

ます。

ってきたことなど、３つでございます。

２つ目として、昨年度、市内で働く女性にヒアリ

基本方針といたしまして、多様性を受け入れ、支

ングをしました結果、残業が多くて、このままでは

え合うリベラルなまちづくりを進めるに当たって、

働き続ける自信がないとか、働く意欲はあるけど働

現時点で最大の課題はジェンダーギャップ、性別に

きがいが持てないなど、働きやすさと働きがいに関

基づき定められた社会的属性とか機会等の格差、こ

する不満を抱いておられるという状況、それと、経

のジェンダーギャップの解消に向けて現状等を市

営者もその課題を認識されてるということがわか

民の皆さんと共有するとともに、ジェンダーギャッ

りました。

プの解消に向けた戦略策定、これを２０２０年度に

３つ目に、共働き世帯がふえていますが、男性は

予定しておりまして、この策定の準備を行うとして

仕事中心で、家事、育児の負担が女性に偏っている

おります。

という、そういう状況もございます。

概要といたしましては、今年度の主な事業として

こういう現況と課題を受けて、基本方針といたし

２つ上げております。まず１つ目です。多様でリベ

まして、ことし１月に策定しましたワークイノベー

ラルなまちを創るシンポジウムの開催を５月２０

ションの体系に基づいて次のような展開を考えて

日の午後に予定いたしております。このシンポジウ

おります。

ムは、ジェンダーギャップの解消について市民の皆

まず、目指す将来像としては、ありたい姿に向か

さんと一緒に考えて、その理解を深めるための機会

って、生き生きと働く女性がふえているという将来

としたいと。それとジェンダーギャップ解消のキッ

像の実現に向けて、働きやすい事業所がふえている

クオフという位置づけのシンポジウムとしたいと

という定着率の向上など、４つの手段に取り組んで

考えております。２つ目は、ジェンダーギャップ解

いくという方針でございます。

消のための戦略策定に向けた市民意識調査等の実

概要といたしましては、今年度の主な事業として、

施を予定しております。

経営者ですとか従業員、人事担当者、管理職、従業

今後のスケジュールといたしましては、先ほどご

員、女性従業員というそれぞれのターゲット別にワ

説明しましたように、来年度、２０２０年度にジェ

ークショップであったり、事例共有会、アンケート

ンダーギャップ解消のための戦略を策定予定とい

の実施などを行っていきます。あわせて、先進事業

たしております。

所の表彰・審査制度の検討も進めていきます。加え

続きまして、３ページをごらんください。ワーク

て、先ほどご説明しました５月２０日のシンポジウ

イノベーションの推進でございます。

ムのように、市民の理解の拡大もあわせて進めてい

現況と課題でございます。市内で就労に関する大

きます。

きな課題、男女格差がございます。あわせて事業所

私からは以上でございます。

の対応もちょっとおくれぎみという、そういう状況

○委員長（奥村

でございます。（１）から（３）まで上げてますが、

す。
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忠俊） では、引き続きお願いしま

○ワークイノベーション推進室参事（岸本

京子） ４

ングする必要がございますので、ＫＰＩ達成度の確

ページをごらんをいただきたいと思います。私から

認や次への改善対応を図ってまいります。今週１５

は、キャリアデザイン推進事業について説明をさせ

日から全職員を対象といたしましたキャリア研修

ていただきます。

を始めておりまして、きょうは３日目で、５こま目、

まず、現況と課題ですけれども、既にご存じのよ

６こま目を実施いたします。あす、あさっては管理

うに、市職員の年齢構成は４０歳以上が全体の６割

職研修を７時間研修で全員受けていただくことに

を占めております。１０年後、２０年後を考えます

なっておりまして、来月、５月１４、１５をかけて

と、この世代が多数退職するという状況にあります。

最終的に全ての職員が受講をするというような状

したがいまして、市役所を担うリーダー確保の取り

況になっております。

組みを早急に進める必要があると考えています。

説明は以上です。

豊岡市が持続可能であり続けるためには、長期的

○委員長（奥村

視点に立ち、性別、世代にかかわらず職員一人一人

忠俊） 続けてお願いします。

○健康増進課長（宮本

和幸）

事務概要５ページを

が意欲、能力を十分に発揮する必要がありまして、

お願いします。人口減少抑制対策、自然増の推進と

そのための人材育成が課題となっています。昨年度

いうことです。

実施をいたしました職員の意識調査等から得られ

現況と課題としましては、地方創生総合戦略Ｂ戦

た主な課題を３つ上げています。自立的なキャリア

略に基づきまして、ハートリーフ推進室については

形成を支援する仕組みが不足している、性別によっ

結婚支援策を中心に、出産、子育てに至る総合的な

て働きやすさに差がある、３つ目に上司による部下

対策を積極的に推し進めるとしています。基本方針

育成と支援スキルの向上が必要な状況であるとい

は、基本的には現在の事業を展開するということと

うような３点です。

しております。

基本方針としましては、ワークイノベーションで

概要ですが、大きく２つありまして、１の結婚促

上げております働きやすく、働きがいがある組織と

進ですけども、（２）出会い機会創出事業「はーと

いうことを目指しておりますが、１月に策定をいた

ピー」については今年度から市の直営となっており

しました豊岡市役所キャリアデザインアクション

ます。大きい２番目で多子出産支援の、（２）につ

プランに基づきまして、キャリア形成に重点を置き

きまして、子育てママの活躍機会促進事業というこ

ました研修とコミュニケーションの資質を高める

とで補助金を新設しておりまして、子育て中の女性

ために必要と考えられる手段としてのキャリアサ

が開催する親子向けイベントについて支援を行っ

ポートシートの導入を進めます。

ていくということにしております。以上です。

まず１つ目に、全ての職員が能力を発揮し、市民

○委員長（奥村

の暮らしを支えていくために必要な自律的なキャ

忠俊） 柳沢課長。

○環境経済課長（柳沢

和男）

建設経済委員会の所

リア形成意識の醸成を図ること、２つ目に、女性の

管の中になりますけれども、移住定住の推進につい

能力や視点を政策に生かすために必要な支援体制

てご説明をさせていただきます。

の確立及びスキルを身につけるなど、職員一人一人

建設経済委員会の所管の資料の４ページになり

が行動を変えていくために必要な取り組みを進め

ます。移住定住の推進でございます。

たいと考えています。

現況と課題につきましては、人口減少が進む中、

概要といたしまして、１つ目に、キャリアサポー

何とか少しでもこの減少を緩和するために、移住定

トシート、先ほど申し上げました、の導入、２つ目

住の各事業を進めているところでございます。人口

に、キャリア形成支援のための研修を複数上げてお

が年々減っていくというふうな状況でございます

ります。３つ目に、職員意識調査、変化をモニタリ

ので、課題が多い状況ではありますけれども、特に
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仕事、住まい、暮らしなど幅広い情報を発信をして、

同説明会等をさせていただいておりましたけれど

ワンストップ窓口を置きまして総合的な相談に乗

も、そちらにつきましては、ほかの業務等の中で効

ることで、この窓口を通して移住した方も年々ふえ

果が図られるんではないかということで実施を取

てきてるというふうな状況でございます。２８年度

りやめたというふうなことがございます。記載の事

は２７名、２９年度は６１名、３０年度は７６名と

業展開で今後も推進を図ってまいりたいと思って

いうふうに伸びてきております。

おります。以上でございます。

このような状況を踏まえまして、基本方針として

○委員長（奥村

は、引き続き今やっております事業を展開していく

忠俊） ありがとうございました。

とりあえず説明は終わりですね。

というふうなことで、Ｉターン、Ｕターンのプロモ

説明が終わりました。

ーションや各種情報発信による市の認知の拡大あ

質疑をしたいと思います。質問のある方は挙手を

るいは興味の拡大、そしてそれが豊岡への訪問につ

お願いしたいと思います。どうでしょうか。活発な

ながっていくというふうな方向で持っていきたい

質疑をしていただきたい。（「活発じゃないけど、

というふうに思っております。さらに、総合的な相

いいですか」と呼ぶ者あり）よろしいですよ。

談と移住支援による定住という流れで一人でも多

椿野委員。

く移住につながるように進めていきたいというふ

○委員（椿野 仁司）

前回も申し上げたんだけど、

うに思っておりますし、地域おこし協力隊について

本当にこの委員会というか、人口減少対策というの

も、地域の活性化のための活動を支援して、地域の

は大変難しい問題であるんだけど、これは豊岡市と

元気を高めていって定住につながっていくという

してというか、地方のどのまちにも言えることであ

ふうなことで進めていきたいというふうに思って

って、これをでも何とかしなければ本当、今後将来

おります。

にわたって非常にまちの存続をも危ぶまれていく

概要でございます。移住定住の情報発信、移住定

という状況になっていくのではないのかなという

住の相談支援、ジョブ・サポ豊岡の運営、地域おこ

のは、もう皆さん共有してると思います。

し協力隊の推進、労働力確保・雇用というふうな形

ただ、現実的に、それが１０年先なのか、２０年

で５点上げておりますけれども、従前のものを継続

先なのか、３０年先なのかというのははっきり言う

してやっていくというのが基本でございますけど

とわからない。でも未来にわたってそうなるだろう

も、その中で、大きな２番に書いております中の一

ということを予期しながら、何も対策をしないのは

番下の行でございますけども、まちのサードプレイ

これは一番いけないことなので、今、市がこんだけ

スというのを今年度創出していきたいというふう

やっていただいてることが、前にも言ったんですが、

に思っております。こちらにつきましては、行政だ

まだまだ市民に本当にどこまで共有というか、情報

けが移住定住のことを進めていくということでは

は伝えてるけれども、市民が本当にどこまでそれに

なくて、市民との協働による進めていくということ

対して大変だというか、将来大変なことになるなと

が大切であるというふうに考えておりまして、民間

いうことにまだそれを感じてもらってないのでは

サイドの移住相談窓口を設けるような形で進めて

ないのかなと。現実主義というか、今がよければい

いきたいというふうに思っております。

いということなのか、逆に言えば、そんなことは行

昨年度までは地方創生の総合戦略の中で、国の交

政がやることだというふうなこと、議会もそれに対

付金をいただきながら事業をやってまいりました

してちゃんとやれよと言われて、それで終わってし

けれども、今年度からはその分がなくなるというふ

まってるのではないのかとすると、じゃあ、これは

うなこともございまして、少し事業を絞ってきてお

行政の責任なのかどうなのかということなんだと

ります。従前２５歳同窓会あるいは市独自の企業合

思うんですよね。
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ずっと今、説明を聞いて、市の今の取り組みの中

とって感じました。どなたが答えていただくか知り

でいろんな予算も見ていく中で我々が今課題とす

ませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

るところのことについては、説明というか、うまく

○委員長（奥村

質問ができないんだけれども、例えば地域コミュニ

井上課長。

ティだとか、それから放課後児童クラブだとかワー

忠俊） どなたか。

○政策調整課長（井上

靖彦）

全体というところで

クイノベーションの今の事業だとかハートリーフ

いきますと、地方創生総合戦略の所管を政策調整課

推進だとか移住定住促進だとかというところが、で

が行っておりまして、上位目的であります豊岡に暮

もやっぱりそういう人口減少とか市が今抱えてい

らす価値を認め、豊岡で暮らすことに自信と誇りを

こうとする問題、それから解決のために一つ一つが

持って住む人がふえているというところに目がけ

何かつながっていくのではないのかなというふう

ていろいろな施策を取りまとめるというところは

に私は思うんです。間違っとったらいけませんけど

しております。ですが、なかなか先ほどインバウン

も。

ドですとか定住促進とかそれぞれの課が所管して

とすると、それを、木を見て森を見ずという言葉

おりますので、そこのＰＤＣＡについてはそれぞれ

もあるけれども、だとしたならば、トータルでどこ

が今一生懸命されてますけど、なかなかちょっと全

が誰がこれを仕切っていくのかなというとこら辺

体としてどうなのかというところは十分まだでき

がちょっと大事な要素ではないのかな。それぞれは

てないかもしれないと思っております。そんな中で、

それぞれいい実績も上げ、やってるんですが、でも

今度は第２期をつくっていこうとしますので、その

それが本当に大きな課題である人口減少を歯どめ

あたりは、今度は目的等をもう一度また見直しなが

をかける、もしくは対策をするということにつなが

ら進めていけたらなというふうに考えております。

っていくことに何かうまく組み合わせというか、ト

もう１点は、各地域ごとの取り組みでございます

ータルで誰が、どの組織がそれをやってくれてるん

が、この戦略にはなかなか市全体の取り組み、委員

かなところが、ちょっと私は今ずっと聞いとって少

おっしゃったように、それが載っております。その

し疑問に思いました。活発なことにはならないんで

中で、振興局単位でも、ここに直接は反映というか、

すが、ただ、ちょっと抽象的な質問というか、意見

なってないかもしれませんけれども、振興局プロジ

になるんですが、答えられる範囲で答えてもらいた

ェクトということで過去３年やってきまして、昨年

いと思うんです。

度で一応そのプロジェクトは終わったんですけれ

それから、あとそれにつけ加えて言うならば、豊

ども、引き続き今年度からまた３年、４年というス

岡市が全体で今の豊岡市に対してこういう課題も

パンで各振興局でどういったことを重点的にやる

しくは事業をこうやってやっていくことで対策を

かということを、これは振興局単位でまたまとまっ

練っていこうとするんだけれども、ただ、こんだけ

て考えるというふうに今動いておりますので、そう

広い旧１市５町、合併してから、やっぱりそれぞれ

いったところで、この地方創生総合戦略や基本構想

のまち、旧市町単位もしくはそれでももっと細かい

とあわせながら振興局単位でも進めていくものと

単位の中で地域に合った取り組み、地域に合ったや

考えております。

り方があるのではないのかなとすると、もう少し細

○委員長（奥村

かいところに思いを寄せるというか、そういう具体

○委員（椿野 仁司）

忠俊） 椿野委員、どうぞ。
今、私が言ったことは即答え

的な取り組みをしていかないと、ばあっと網かけで

が出るとは思ってませんけれど、でもやっぱりそれ

やっても、それはその地域に合ってない取り組みに

ぞれの所管でやっておられることについての取り

なっていかないのかなというようなところもある

組みをいわゆるそこが取りまとめられるんだった

ので、ちょっとその辺を私は今皆さんのお話を聞い

ら、ぜひそれをやっていただきたいと思います。
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それで、調整をしながら、なおかつ地域に合った

らまいたりだとか一点集中を軽減するような施策

取り組みのあり方、こないだの委員会だったんか、

を一生懸命日本政府もやってるわけで、豊岡におい

今の港区の芝の家の取り組み、ご近所づき合いとい

ても同じような状況が見られるというふうな中で、

う都会でありながら昭和の暮らしをやっていこう

豊岡市内において、先ほど椿野さんが言われました

ということで、今、慶應大学か何かが一緒になって

ように、ダイナミックなやり方を、例えば但東町が

やっておられるんだけど、要するにご近所づき合い

もう余りにもひどい状況下の中で、そこにどういう

をやっていきましょう、いろんなここに、人口減少

ふうなことをしていけば人口がふやしていけるの

ではないんだけれども、やっぱりそういうことで、

かということを、ある意味、実験的にでも集中的に

地域がみんなで暮らしていくことの豊かさとか忘

もやることによってそこにヒントが生まれて、その

れかけたご近所のつき合いをよくしていくことに

やり方を全国に発信することによって豊岡の人口

よって人がどんどんふえてくるというような形を

減少が緩んできたりふえていくというふうな考え

とって今やっておられる、実践されてる。都会であ

方もできるというふうに思うんですけれども、そう

りながらそれをやってるということがあったり、そ

いったあたりの考え方、市長も言われるように、豊

れからこないだフランスのこともお話ししたと思

岡全体でのってよく言われるんですけど、やはり１

うんですが、僕は、もう大きな改革っていうか、人

市５町の中でも悲鳴を上げてる地域がありますの

口減少に対して改革っていうか、大きな、今までは

で、そのあたりの考え方をやっぱり一度見直すって

こうだったけど、常識をやっぱり破るようなやり方

いうのは必要では。僕はいつも言うてるんですけれ

をやっていかないと、本当この対策はなかなかでき

ども、そのあたり、同じような話になるかもしれま

ないのではないのかなと。一般的な優等生の解答で

せんけど、どのように考えられてるのか、ちょっと

はだめなのかなと思うので、もうこれは大きな改革

教えていただきたいなというふうに思います。

をしていかないと僕は無理だと思います、本当に。

○委員長（奥村

だから、そういういろんな事例をしながら、戦略室

○政策調整課長（井上

忠俊） 井上課長。
靖彦）

委員おっしゃったよ

でいろいろとそういった情報を得ながら、それでま

うなことで、但東ですとか竹野とかの人口が、ほか

たそこから各所管に流していくというようなこと

の地域よりやはり減り幅が大きいというのは人口

も、実際これから考えてやっていただきたいと思い

ビジョンのほうでも出ております。ただ、それをど

ます。もう別に答えていただかなくても結構ですけ

のようにとどめさせるとか、あるいは市の市街地の

ど、何かあればどうぞ。

人を但東や竹野にやるかというのは、なかなか個人

○委員長（奥村

忠俊） よろしいか。

○委員（椿野 仁司）

の自由というのがあって難しいなというふうに思

いいですよ。じゃあ、ほかに

っております。なので、市全体としての人口維持と

どうぞ。
○委員長（奥村

いうことは今やってますけれども、なかなか但東と
忠俊） よろしいか。

かっていう特定のエリアに人をとどまらせるとい

田中委員。
○委員（田中藤一郎）

うようなのは、ちょっとなかなかできないなという
椿野先輩の続きのような話の

ふうに思っております。その中で、やはり各振興局

質問になってしまうんですけれども、そういう意味

が中心となって自分のエリアを魅力あるまちにし

合いでは、豊岡自体も日本同様に、ある意味、豊岡

ようというところの動きは今後も続けていくとい

の中心市街地を中心に人口が集中してるような部

うふうに考えております。

分が否めないのかなと。日本でいいますと東京を中

○委員長（奥村

心、一極に人口が集中してるような部分があります

○委員（田中藤一郎）

ので、豊岡市内においても、地方にどうして人をば

忠俊） 田中委員。
それで、１０年後、但東町な

んかは、前にデータ見てる限りでは地域としての活
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動ができなくなるというふうな状況がわかる中で、

し、中山のほうでいいますと、宮津や大宮というふ

振興局自体の、先日も見させていただきましたけれ

うなところのその距離でいいますと非常に中心地

ども、それで今言われてるようなことが耐えれるの

で、ある意味、福知山の人に住んでもらうだとか、

かどうかっていうふうな部分を、なんか他人事のよ

そうすることによって、何か豊岡市内だけで物事を

うな、先ほど言いましたように、全体的な部分の話

考えてしまいますとそういうふうな端っこの部分

しかできないからこそ人口減少がある意味進んで

であるんですけれども、もう少し上から見て隣の地

るような気がするんですけれども、そういう考え方

域を鑑みて、どういう施策をすることによって人口

を先ほど椿野さんが言われたとおり、もっとダイナ

減少が歯どめになって逆に人口をふやしていくか

ミックな考え方や施策をどういうふうな形をして

っていう違う目線のあり方をやっぱり考えていか

いくことによって、そこに新たな人口減少の歯どめ

ないと、言われたとおり個人の自由なんですけど、

にできるようなことが僕としては考えられるんで

でも施策によってその動きを変えれるっていうの

はないかなというふうに思うんですけれども、それ

が、ある意味、行政がやらなければならない一つの

では今と一緒でなくなってしまいますけれども、そ

大きな課題であるような気がしますし、やらなけれ

れでいいんでしょうか。

ばならないというふうに感じますので、ぜひともお

○委員長（奥村

忠俊） よろしいか。（「課長ばっ

願いしたいな。ちょっと目線を少し変えてみるって

かりではなくて部長も」と呼ぶ者あり）

いうのは、そこからの戦略を練るというのはやって

それでは、政策調整部長。
○政策調整部長（塚本

繁樹）

いただきたいなというふうに。残念ながら、これま
済みません。確かに

での積み重ねたやつしか今後もやらないようなこ

但東町のほう、そういう今の人口減少が一番激しい

とだったんで、それでは皆さん思われてるように人

というか、厳しいという状況ですけども、今いろい

口減少は歯どめがかからないのかなというふうに

ろと、慶應大学ですか、そういうところとかと共同

思いますけどもね。意見にしときます。

研究したりして、高橋地区でしたかね、そういうこ

○委員長（奥村

ともやってまして、子供たちのほうに教育をして、

○委員（椿野 仁司）

忠俊） 椿野委員。
今の関連で、だからそういう

帰ってくるようにということも今、但東町のほうで

意味で私も言ったのは、答えを言ってもらわなくて

はやったりもしてますので、ほったらかしにしてる

よかったんだけども、でも田中君が今言ってる話の

ということは決してないと思いますけども、確かに

中で、もっとダイナミックにこれはやっぱり改革を

全国的な話で、人口減少というのはどうしても避け

していかないと、常識的なやり方をしとったってだ

れないような状況でありますけども、ただ、なかな

めだということですよ、もう日本の中にいっぱいそ

か難しいのは、特定地域だけ何かということが今の

ういう事例があるわけだから、はっきり言って。奈

現状ではできてないというのは確かにおっしゃる

義町だってあるんだし、また、明石の市長は再選さ

とおりだと思いますので、その辺も今後ちょっと研

れましたけど、あそこだって結局人口問題に取り組

究や調査をしていかないといけないなとは考えて

んでおられるんですよ、やっぱり社会保障も含めて

おります。

いろんな子供たちの手当もよくしてるから、あれだ

○委員長（奥村

忠俊） 田中委員。

○委員（田中藤一郎）

け市長さん評価が高いわけですよ。ということは、

本当にぜひとも考えていただ

やっぱりもうダイナミックなことをやっていかな

きたいなというふうに思いますし、ちょっと僕的に

いと、そんな常識的なことをやっとってもだめだと

いいますと、豊岡だけで見てしまいますと但東町と

いうことだ。それを今、田中君も言って、私も同じ

いうところは端っこになるんですけれども、もう少

ように言ってるわけだから、但東町という名指しで

し上のほうから見ますと、隣には福知山もあります

言いましたけども、もうとにかく一回やってみると、
8

そこで。

でも考えてやっています。そういうことですので、

福知山は、私も思ってるんだけど、この豊岡市の

行政もすべきことはすると思いますけれども、やは

中だけで例えば解決型にするんじゃなくて、ここで

り地域の方と、そういった提言があったら、また一

暮らしてここで働いて、ここに働きがいのある働き

緒になって考えていくということも一つ必要かな

やすいとかなんとかっていうんじゃなくて、ここで

というふうに思っております。

完結するんじゃなくて、例えば但東町であれば今言

○委員長（奥村

忠俊） 委員長がちょっと言わなく

う福知山に近いわけだから、福知山で働いてもらっ

てもいいんですけども、市の今方針を見ますと、例

てもいいわけですよ、でも住んでるのは但東町で住

えば、この３ページのきょうのに書いてありますよ

んでよと。福知山まで移住しないで、逆に言えば福

うに、働きやすい事業所がふえているとかというふ

知山の人が但東町に住んでもらって福知山で働い

うに言い切られてるんです。これは決意を示されて

てもらったっていいわけですよ。もうそういう何か

おるとは思っておるんですけども、じゃあ、１年後

豊岡市民がここに生まれてここで暮らしてここで

どうだったのというと、なかなかということがやっ

働かなきゃいけないんじゃなくて、そういう周りに

ぱり多いと思うんですよ。難しいし、テーマも。

飛び火させて、そういう何かやり方をしていかない

どうでしょうか、この委員会としましては、旧１

といけないんじゃないかなということも今、田中君

市５町の中で特に人口減が非常に激しい但東と竹

は言ってると思うので、但東町ばっかりじゃなくて、

野について特別なやっぱり取り組みが必要ではな

竹野だって日高だって何か考えられるんじゃない

いかということを言いながらお話を聞かせていた

かなと私は思いますよ、正直なとこ。そういう何か

だいたりしておるんですけど、なかなか取り組みの

ことをやっていくのも一つの方法だということを

事業をされても、それが２年も３年も続かないとい

言いたかったんだよな。そうだな。

う実態があるように思うんです。そういった点では、

○委員（田中藤一郎）

そうですね。福知山から住ん

振興局任せでいいのかという、そういう意見もきょ

でもらうのには、どういうふうなことをせな人が住

うまで出てきておりますので、本部におられる方々

んでくれないかという調査をしながら……。

は非常に忙しい仕事で範囲も広いんですけども、具

○委員（椿野 仁司）

ごめんね、委員長の采配を向

体的なことでの一つ一つの積み重ねが大事なよう

こうでやりまして済みません。

に思いますので、今、田中さんや、それから椿野さ

そういうことなんです。それでどうですか、部長。

んからも意見が出ましたように、一つでも目に見え

私が言ったらいかん。どうぞ。
○委員長（奥村

るものがやっぱりできないと励みにならんように

忠俊） いや、どちらでも。部長で

思いますので、ぜひその点はしっかり留意していた

も。

だいてと思いますので、よろしくお願いしたいと思

なら、課長。
○政策調整課長（井上

います。もしご意見があったら。
靖彦）

ご意見はわかりまし

政策調整部長。

た。ダイナミックな展開が必要だということも聞い

○政策調整部長（塚本

ておきたいと思います。

繁樹）

委員長がおっしゃる

とおり、いろいろと課題があるんですけども、こち

一方で、私も但東町高橋地区に住んでおりまして、

らのほうも調整や研究を重ねていきたいと考えて

今コミュニティがスタートしまして、高橋地区の中

おりますので、議員の皆さんからのご提言もまたよ

でもコミュニティのところで、やはり隣の福知山と

ろしくお願いしたいと思っております。

どのように連携するとか人を呼んでこれないだろ

○委員長（奥村

うかということで、どうやったら人が少なくならな

忠俊） ほかにどうでしょうか。

田中委員はもうよろしいですか。

い、帰ってくるかということをコミュニティの単位

○委員（田中藤一郎）
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僕は。

○委員長（奥村
○委員（清水

忠俊） 清水委員。

の日本のどこのということではなくて、もっと発想

寛） ちょっと１点、意見というか、

を変えて、まさにイノベーションした取り組み方と

お願いだけなんですけども、地方創生の総合戦略の

いうのを考えていかなければならないと思います

見直しというか、第２期ということが策定というこ

し、そのためには行政の枠組みを超えて、もっとさ

とで書かれてるんですけども、その中で、先ほど地

まざまなところの意見であったり、勉強をしていく。

方創生の補助金が切れて、例えば２５歳同窓会とか

そういうことをしていかないと、どうしても今の人

市の単独の合同説明会とかそういうものが中止に

口減少というところの市がつくっているものは、豊

なりましたよというようなことで、お金がなくなっ

岡市の存続のためというよりは豊岡市役所の存続

たからやめるということではなくて、特に今回新し

のためというふうにしか見えないような形になっ

く総合戦略の見直しをされる中で、きちんとそのい

てないかなと思いますので、ちょっとその点をきち

わゆる事業総括といいますか、それぞれの事業の価

んと事業総括をした上で、新たな部分であったり、

値であったり、検証したものを生かして次に残して

今のものをよりとがらせていくようなことであっ

もらう。当然に新しいものをどんどんどんどんする

たりということも取り組んでいただきたいなと思

ということではなくて、いわゆるＰＤＣＡという言

います。これは特にコメントは求めません。

葉で言えばあるんですけど、そのＡの部分が実は検

○委員長（奥村

忠俊） よろしいですか。

証という形というんですけど、言葉として、アクシ

○委員（清水

寛）

ョンじゃなくてアジャストしていく、要は目的に向

○委員長（奥村

忠俊） それ以外に質疑はありませ

かって調整をしていくという取り組み方をぜひし

はい。

んか。

ていただきたいなと思いますし、人口が減っていく

足田委員。

ということが人をふやすというようなことになる

○委員（足田 仁司）

んですけど、なかなかそこの先ほど椿野委員が言わ

せっかくですから、資料のこ

とをちょっと尋ねたいと思います。

れたように誰がというところまで明確になってい

その前に、先ほどから出てるのでやっぱり気にな

かない。そこのところが、やはり持続可能な地域を

るのは、例えば振興局レベルでってあっても、現実

つくっていくという意味では、いかに地域そのもの

は予算、人、それから裁量、どんどん、低下と言っ

の言ったら家計が回転するのか、そういう稼ぐ仕組

たら変ですけど、なっている。それと、合併後の職

みという取り組みがやはりもっともっと中になけ

員が、これから年数がたっていくと、振興局単位の

ればいけないことだろうと思います。

ことがよくわかった職員がどんどん減っていくわ

人口が減っていくといいながら、そしたら人口が

けで、そうなっていくと勢い、さっきから出てます

少ないところが必ずしも疲弊して衰退の道をいっ

地域ごとの振興策っていうのが本当に可能なのか

てるかといったら、そういうことではなくて、先日

というのがちょっと危惧されるとこだと思ってお

も山田桂一郎先生が来られててお話を聞いてたん

ります。

ですけども、たった５，７００人の村なんですけど

資料の中のちょっと何点かお尋ねしたいんです

も、もう土地もやせてて何も耕すこともできない、

けど、３ページのワークイノベーションの推進の現

そこが観光で食っていって、実際には年間４０億円

況と課題の１の（１）市内事業所の育児休業取得率

を納めてるという、５，７００人の村がですね。そ

が４７．９％で全国平均よりは低いというふうにな

ういう意味では、人が少ないから衰退していくとい

ってるんですけど、４７．９％もあるんかというの

う発想ではなくて、小さくてもきちんとやっていっ

が実感です。この事業所の対象の範囲と、本当にこ

てる地域はあるわけですし、特にここは小さな世界

の４７．９％もとってる、それぞれの事業所が育児

都市を標榜するんであれば、やはり横並びの国の中

休業制度を本当に持ってるのどうか。私の身の回り
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のまちの事業所だと、その制度すらないというのが

厚生労働省の雇用均等基本調査、これは２０１６年

ほとんどのような印象を受ける中で、このパーセン

度版でのデータでございまして、同じ調査の中で例

トはすごいなと逆にそう思いましたので、ちょっと

えば豊岡市と全国を比較してるというより、同じよ

その辺、補足説明をお願いしたいです。

うな調査の中で得られるデータで比較しておりま

それから、４ページのキャリアデザイン推進事業

す。

で、水を差すつもりはないですが、よく最近の若い

４７．９％というのは、ちょっとこんなにあるか

人のアンケートで、会社に勤めてあなたは将来何を

なというようなご指摘でございまして、今でも男女

目指しますかっていったら、昔は社長というのが結

共同参画のいろんな市民意識調査とか事業所の調

構、つまり頑張って昇進して給料もふえて行く行く

査の中でも、育児休業はとれるんだけど、なかなか

は社長を目指すんだみたいな、そういう志の反応が

例えば職場とかの環境でとりにくい状況にあるん

割とあったように思うんですけど、最近はそれがほ

ですとか、実際制度としては当然認められてるわけ

とんどなくなって、昇進はどの辺までがというと、

ですけど、それが例えば就労規則とかにちゃんと盛

あんまり上を望まない、そこそこのポジションでそ

り込まれてないという、そういうふうな状況がどう

こそこの稼ぎがあればそれでいいと、そういう時代

しても小規模の事業所の場合は出てるということ

になってるんかなと思うんですけど。

でございます。

つまり何が言いたいかいうと、例えば市役所の女

○委員長（奥村

性職員全員にリーダーになるためにあんたらも頑

忠俊） お願いします。

○ワークイノベーション推進室参事（岸本

京子） 委

張れって、それが苦痛になる職員も出てくるん違う

員ご指摘の件なんですけれども、おっしゃるように、

んかなってこれ見てて思ったんです。だから、確か

実際、昨年度実施をいたしました職員アンケートか

に女性の管理職の割合とか低いですけど、全員が全

らも、より高い役職を担いたくないと感じているの

員本当にそういうところを目指しているのか。逆に、

は、男性は１９．６％で女性が３３．３％という状

職員自身がどこら辺までを目指してるんかという

況でした。１３．７ポイント差があるという状況で

のが、その人の働きがいというか、そこを大事にで

す。どちらかというと担いたくないを含めますと、

きるん違うかな。何でもかんでもみんな管理職にな

さらにその差が拡大してるという実態です。今回世

ってもらわなって訓練すると、それが本当にいいの

代ごとに検証を行っておりまして、４０代、それか

かどうかというのが若干気になりますので、ちょっ

ら２０代、３０代を終えたところなんですけれども、

とコメントをいただきたいなと思います。

先ほど冒頭申し上げましたキャリアサポートシー

それから、移住定住の推進のところで、さっき課

トをサンプルとしてワークをして実際に書いてみ

長が言われた下の概要の２の一番最後の行、サード

るという検証をしております。

プレイスの創出、これは民間によるとありますが、

その中で、講師のほうからの結果を見た分析なん

その民間というのはどういった組織、団体を指して

ですけれども、実は一人一人が結構それぞれのいろ

るのか、教えてください。以上です。

んな思い、こうしたい、ああしたいということを実

○委員長（奥村

忠俊） 上田推進室長。

○ワークイノベーション推進室長（上田

は持っているという状況が見てとれました。ただ、
篤） 今、

思っている状況が、上昇志向、いわゆる管理職を目

足田委員からご質問ございました女性の育児休業

指したいのかというと、全てがそうではありません

取得率でございますが、豊岡市のデータ４７．９％

し、キャリアは１０人いれば１０色、１００人１０

というのが、市が２０１５年に実施しました結婚・

０通りということになりますので、決して役所側が

妊娠・出産に関する市民意識調査で得られた数字で

強制的にここまであなたになりなさいというふう

ございます。全国のほうの８０．８％というのは、

なことではなくて、自分のキャリアデザインを描く
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ことと、それからそれに向かって目標を定めて、ど

先ほどの育児休業取得率のその前提となる、例え

うしていきたいとか、そういったことを背中を押し

ば市役所の規定だと産前産後で８週・８週だったか、

続けるということが必要ですし、やっぱり良質な経

そのぐらいある。これは、じゃあ、そこまでの制度

験を積むということも重要になってまいりますの

を民間の事業所が同じように持ってるとも考えに

で、差をもっていろんなチャンスを与えるのではな

くいんだし、非常に限定的な制度かもしれない。だ

くて、基本的に同じような経験やチャンスを与える

から同じ取得するというのでも、じゃあ、市役所だ

中で、自分がどうしたいのかというところは上司と

ったら８週・８週を全部満額取得しましたという取

質の高いコミュニケーションをとってもらう中で、

得と、いや、６週・４週でしたとかそういったもの

Ａさんがどういうふうになりたいということを思

も考えると、民間ではさらにもっと限定的な取得状

っているんであれば、管理職が背中を押していくと

況なんじゃないかなというのがちょっとイメージ

いうようなコミュニケーションを十分にとってい

として出てくるんですけど、本当に、まずはそうい

く中で、達成をしていくような仕組みを組織として

う育児の休業制度をもっともっときっちり整備さ

つくっていく必要があると考えています。以上です。

せるというとこから手をつけていかないと、この部

○委員長（奥村

忠俊） 環境経済課長。

○環境経済課長（柳沢

和男）

分は数字だけでは、５０％近くあるよというところ

まちのサードプレイ

からスタートするのはちょっと危ないような気も

スの関係でございます。民間とはどういう団体を指

しますが、どうでしょう。

してるかというご質問でございますけれども、今、

○委員長（奥村

市のほうで「飛んでるローカル」のサイトによりま

○ワークイノベーション推進室長（上田

忠俊） どうぞ。
篤）

今

して情報発信をしております。そこの情報の中で、

の足田委員ご指摘のように、育児休業の取得率、例

市民ライターの方がいろいろと記事を書いて、市内

えばこれは１年なのか、６カ月なのかということは、

の生活の情報であるとかを発信をしていただいて

その期間というのは限定せずに、本当に取得された

おります。

かどうかという率で上げてますので、おっしゃるよ

かなりそういったところを見ていただいておる

うに、それが本当に子育てをする中で女性にとって

ような状況がある中で、市民ライターの方が移住の

十分に満足できる期間取得されたかどうかという

支援のほうに力をいただくようなケースも出てき

のは、そこまでちょっとこの率だけではわからない

ております。そういった市民ライターの方のつなが

ということでございます。

りでいろんな事業展開を考えておられるようなケ

それと、どうしても事業所の中でも、経営者の方

ースも聞いております。拠点を構えて、何かまちの

と、あと労働者の方の育休に対する理解っていうの

ためにできないかというふうな動きも出つつある

がまだまだ不足してるという、そういう法制度だっ

ようにも聞いております。そういったところも含め

たりについても、なかなかまだまだ理解が進んでな

て移住定住のそういう支援をしていただけるよう

いというとこもございますし、まず、その事業所の

な団体、具体的にどこというふうなものが今あるわ

中で育休を取得しやすい環境というか、雰囲気とい

けではありませんけれども、市のほうとしては、公

うか、風土というんですか、というものをやっぱり

募をさせていただく中で、そういったところを募集

つくっていく必要があるなというふうに感じてお

していきたいというふうに今年度の事業では考え

りまして、それは今年度も経営者の方ですとか人事

ておるところでございます。以上です。

担当者とか管理職、女性従業員の方等を対象にそう

○委員長（奥村

忠俊） 足田委員。

○委員（足田 仁司）

いうワークショップとかもやっていって、それをど

ありがとうございます。大体

んどんどんどん広めていこうとしてますんで、そち

わかりました。

らのほうで少しでもイノベーションというか、改革
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っていうか、できていけたらというふうに考えてま

心に高い共感を得てるというのがありますけど、そ

す。

の上野千鶴子さんに次ぐジェンダーギャップの専

○委員長（奥村

忠俊） 足田委員、どうぞ。

○委員（足田 仁司）
○委員長（奥村

門家でもございますんで、議員の皆様も、お忙しい

よろしいです。

でしょうけど、ぜひスケジュールが合いましたらご

忠俊） ほかはどうでしょうか。よ

参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願

ろしいですか。

いします。

それでは、ほかにないようですので、以上で協議

○委員長（奥村

事項については終わります。

でしたら、当局の方はこれで退席していただいて結

この際でございますので、当局側から、また別の

構です。ありがとうございました。またよろしくお

ことで何か発言等々ありましたら。別にございませ

願いします。

んか。

少し休憩をいたします。再開は１０時５５分。

じゃあ、上田さん。
○ワークイノベーション推進室長（上田

忠俊） それでは、ほかにないよう

午前１０時４３分休憩
篤）

済

────────────────────

みません、レターケースに配付させていただいたと

午前１０時５５分再開

思います。ことし１月に策定しました豊岡市ワーク

○委員長（奥村

イノベーション戦略という市内事業所向けのもの

忠俊） それでは、休憩を閉じまし

て委員会を再開いたします。

と、豊岡市役所のキャリアデザインアクションプラ

次は、委員会の重点調査事項についてを議題とい

ンという、これも１月に策定しましたワークイノベ

たします。

ーションの市役所版というんですか、市職員版ので

参考までに、現行の重点調査事項を別紙１に記載

きるだけ理解していただくためのそういうパンフ

しておりますが、新年度を迎え、改めて協議をお願

レットをつくりましたんで、また後ほどご清覧いた

いしたいと思います。

だけたらと思います。

別紙１に、３月の委員会で確認した内容を記載し

それと、先ほどからずっとこれはダイナミックに

ておりますので、ちょっとございましたですか。

やっぱり取り組んでいく必要がある、そうしないと、
既成概念とかも、ぶっ壊すと言ったら怒られちゃい

○委員（椿野 仁司）

いいんじゃないですか、これ

でいいと思いますけど。４番に全て網羅されとると。

ますけど、それを変えるぐらいの意気込みを持って

○委員長（奥村

やっぱり取り組んでいく必要があるというふうに

忠俊） そうです。

どうですか。

認識しておりますんで、その中で、今度５月２０日

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

に多様でリベラルなまちを創るシンポジウムとい

○委員長（奥村

うことで、ジェンダーギャップ解消のキックオフと

忠俊） じゃあ、それで引き続きと

いうことで、よろしくお願いします。

なるシンポジウムを市民プラザほっとステージの

それでは、前回に引き続きこの内容でいきたいと

ほうで開催します。

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

基調講演の講師のほうは、大崎麻子さんといいま

３、その他ということで、管外視察について、事

して、結構、関口宏さんの「サンデーモーニング」

務局のほうから説明を願います。

に日曜日とかでコメンテーターでも出ておられた

○事務局主幹（小林

昌弘）

次第のほうの（３）そ

方なんですけど、ジェンダーギャップの専門家で、

の他ということで、管外視察についてを上げており

こないだの東大の入学式で名誉教授の上野千鶴子

ます。日程につきましては、７月１１日木曜日、１

さんがこのジェンダーギャップについてコメント

２日金曜日ということで、前回決定をしていただい

されて、結構、特に４０代、５０代の女性とかを中

ております。
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視察先のほうがまだ決まっておりませんで、一応

として、鳥取県智頭町、八頭町、そして倉吉という

今回候補ということで、鳥取県の智頭町、八頭町、

１つのコースがあるように思います。もう一つの益

それから倉吉市を１つの候補、それから２つ目の候

田市は、島根県ですけども、これが山口県に近いよ

補としては、島根県の益田市というところを上げて

うな一番端っこのほうにあるんで、相当な距離があ

おります。

るように思うんです。（「５時間４７分」と呼ぶ者

位置関係につきましては、次第の４ページのほう

あり）そういう環境にあるんですけども、もう日程

におおよその位置関係を上げておりますので、ごら

的には７月の１１、１２ということに決めてありま

んください。

すので、相手がありますので、決めていただいて、

智頭町、八頭町につきましては、人口減を食いと

向こうとの調整が必要ではないかというふうに思

めるというよりも、地域づくりに重点を置かれて、

っております。

住んでおられる方が自分たちの住みやすいように

今ここに書いてある点で、それぞれ委員の皆さん

暮らしておられるというところの町でございます。

方のご意見や思いがありましたら、出していただい

智頭町は人口が６，６８９人、それから八頭町が１

たら結構です。よろしくお願いします。

万６，２５３人ということで、豊岡市よりもかなり

椿野委員。

人口的には少ない町となっております。

○委員（椿野 仁司）

それから、倉吉市につきましては、鳥取市の西側、

○委員長（奥村

大体５０キロ程度離れておるところにありまして、

委員長にお断りして……。

忠俊） ありがとうございました。

○委員（椿野 仁司） こないだ委員会が終わった後、

人口減の取り組み、特に目玉となるものというもの

すぐに石破茂さんの東京事務所に電話して、それで、

はないんですけども、移住定住の支援ということで、

地元ですから、彼は若桜だったか、もともと……。

いろんな補助金ですとかそういう施策のほうをさ

○委員長（奥村

れておられる市です。八頭町、智頭町、それから倉

○委員（椿野 仁司）

忠俊） 若桜町。
この右側にある４８２号線の

吉市については、１泊２日の行程ですので、これで

「わかざくら」と書いて若桜町で、今は八頭町だと

３カ所回れるとは思います。

思うんだけど、石破先生のほう、先生と直接は話し

それから、島根県の益田市につきましては、清水

てないですけど、秘書のほうに、とにかく１泊２日

委員のほうからの紹介ということで、益田市が何か

で豊岡から近いところということで、鳥取も人口減

取り組みをされているということではなくて、益田

少が非常に厳しいとこだから、どこかないですかね

市にあります一般社団法人の持続可能な地域社会

ということでお尋ねしました。今、事務局のほうか

総合研究所というところが全国的な人口動態です

らは、人口減少の取り組みというよりも、地域おこ

とか田園回帰の可能性についての研究をされてお

しというか、地域づくりを重点にして町をどんどん

ります。その研究所のほうに話を聞きにいってみて

活性化することで人を呼び込みたいというような

はどうかということで紹介をしていただきました。

思いもあるんでしょうけども、その辺をもう少し検

４ページのほうの位置図のほうを見ていただけれ

討していただいて、倉吉という、これは３つ欲張り

ばわかるんですけども、豊岡からかなり、まだ出雲

なことになってますけれども、行けないことはない

を越えてさらに九州側ということで、ちょっと位置

ということであれば、それはまたあれだと思います

的には難しいかなというふうにも考えます。また委

が、その後、石破事務所からまだ連絡がないようで

員さんのほうから意見をお聞かせいただければと

すから、もしも本当に、正副委員長にお任せします

思います。よろしくお願いします。以上です。

けれども、するということになれば、事務局を通じ

○委員長（奥村

忠俊） ありがとうございました。

て石破先生の事務所のほうに、またいろいろと段取

今ここにも書いてありますように、視察先の候補

りをお願いできればなというふうに思ってる。一応
14

声がけはしてありますから、秘書のほうに。
○委員長（奥村

味では、自分たちで見たこと感じたことというより

忠俊） ありがとうございます。

○委員（椿野 仁司）

も、その方たちが分析した結果を聞くということで、

秘書のほうには一応そういう

実はこの益田の部分と、もう一つは、島根大学で作

ことを言ってありますので、僕は、最終的には委員

野先生が要は地域コミュニティで取り組みをされ

長にお任せ。

てるんですけども、意外と議員そのものが作野先生

それから、益田は、清水君のほうでこうやって段

の話を聞いたことが実はないのかなと思うんで、そ

取りができるんだろうけども、ちょっと距離があり

ういう意味では、この機会に作野先生のほうに表敬

過ぎるので、１泊２日ではちょっとしんどいな、こ

訪問をしていろいろと聞くということでもいいの

れは。ちょっとその点も含めて、またせっかく段取

かなと思って、実はその２つを提案としては出させ

りというか、そういうアクションを起こしてもらい

てもらったんです。

ましたんで、僕はもう正副委員長にお任せしたいと

○委員長（奥村

思います。
○委員長（奥村

忠俊） 勉強会というのがあって、

議長経験者もおられるんですけども、むしろ委員会
忠俊） ありがとうございました。

じゃなしに全体としてこういう先生を招聘して講

今お聞きのように、椿野さんのほうで、３月の委

演していただくというようなことも一つの案でし

員会のときにこの視察のことが出ましたんで、その

ょうけどね。

点で、近くということも一つの条件として、石破さ

○委員（田中藤一郎）

んのほうにお世話になるということがありまして、

何回か実際に聞いたことある

んちゃうかいな。何回もある。

それが出ております。

○委員長（奥村

それから、もう一つの益田市のほうは、ちょっと

忠俊） 清水さん、今おっしゃった

先生いうのは。

資料なんかも委員長ということでいただきました

○委員（清水

んですけども、持続可能な地域社会総合研究所とい

のほうの。

う一般社団法人があるんですけども、そこがいろん

○委員長（奥村

な調査、分析をして、これは全国的な情報提供をし

寛）

作野先生は地域コミュニティ

忠俊） その人はこれまであります

けども、今言われたこの例の。

ておられると思うんですけども、地域づくりにあわ

○委員（清水

寛）

これは、要は、いろいろと人

せた今の人口減少対策に対してどう取り組むかと

口減少の取り組みでずっと調べてると、ここの情報

いう研究をしておられるということがあったもん

ソースのところによく出くわすんで、だったら直接

ですから、そういった点での一つの案も教えていた

ここに行って、今の最先端というか、どういう取り

だいております。遠いもんですから、今言いました

組みをされてるかということを直接聞いたほうが、

ように簡単には行きにくいなと思っておりますの

実は非常に答えに近いところを今持っておられる

で、その点がちょっと心配なんですけどね。

んかなと思ったんで、ここでというのでちょっと提

ちょっとその点を、ほんなら清水さんからひとつ

案に出させてもらったということです。

お願いします。
○委員（清水

寛）

○委員長（奥村

忠俊） それで、できるかどうかわ

別に益田に行きたいとかそう

かりませんけども、議員全員が同じことで悩んでる

いうことではなくて、通常、行政視察の場合はそれ

わけですから、したがって、そういう全国的な状況

ぞれの市町村のほうに行くという形なんですけど

だとか分析されたことで一つの案が出たり、あるい

も、こうやって要は調査研究してるところに足を運

はアドバイスをいただけたりというようなことが

んでいろいろと聞くというようなこともいいのか

あるとするなら、この委員会だけでそこに勉強しに

な。実は総務のほうも、北海道大学で夕張の研究事

行くというだけじゃなしに、議会のほうで議員全体

例を聞くというような話もありますし、そういう意

を対象にした勉強会というようなこともある意味
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でいいんじゃないかなと、僕はそう思ったんですけ

いた方、石破さんとこの関係のは、この八頭町のほ

どね。そういうことはどうでしょう。それは予算が

う。

組んであるわけでも何でもないわけだが、こんなこ

○委員（椿野 仁司）

とはないですか。
○委員（椿野 仁司）

案あったのは八頭と智頭だけですよ。倉吉は入って
ないですね。ないですから、

ないよ、たしか。倉吉は入ってない。だから、それ

もしもあれだったら委員長のほうで、こういうこと

はつけ加えられたらいいです、彼の地盤なんだから。

があるけど、どないやろういうことを議長に一応ご

○委員長（奥村

相談いただいたらいいと思いますよ。

○委員（椿野 仁司）

○委員長（奥村

忠俊） なるほどね。

○委員（椿野 仁司）

できるできないは別として、

いや、だから委員会で、ここ

吉もできたら行きたいということで声をかけてて
もらえますかって言ったら、歓迎の仕方が違うとい

忠俊） わかりました。

うことです。そういうことであります。

そしたら、それは、また一緒に議長にお願いしま

○委員長（奥村

しょう、こういうような勉強会したらどうでしょう

忠俊） わかりました。

そしたら、先はちょっとわかりませんけど、断言

かと。

できないけども、そういう方向で検討してもらって

○委員（椿野 仁司）

清水君も同席してその話をし

よろしいか。

て。
○委員長（奥村

忠俊） 智頭と八頭と両方回る。

とこことここ、前から言ってるこの２つと、あと倉

議長さんに申し出してください。
○委員長（奥村

石破さんのほうにこないだ提

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
忠俊） 誰も同じことを考えておら

○委員長（奥村

忠俊） ありがとうございました。

れるわけで、この人口減少をどうするかということ

じゃあ、そのように相手さんと調整をさせていただ

ですから、そういう形でちょっと当たるだけ当たっ

いて、実行したいと思います。

てみてよろしいか、それで。検討してみましょうか

それでは、今の管外視察につきましては、日程ど

ね。

おりに７月の１１、１２ということで、取り決めと

○委員（椿野 仁司）
○委員長（奥村

検討してもらってください。

させていただきたいと思いますので、先方との関係

忠俊） ほな、そのようにさせてい

もありますけども、できる中でやっていきたいと思

ただきます。

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、具体的に視察をするという点では、今

それから、どうでしょうか、管内でどうこうとい

の智頭町、八頭町、それから倉吉という３カ所を目

うことについては、皆さん方のほうで何か視察等の

指すということで一応よろしいでしょうか。

希望がありましたらお出しいただいたら、これは委

○委員（田中藤一郎） そこは１泊２日ということで、

員会としてしたらいいかなと思っておりますので、

この３つを回ると。
○委員長（奥村

何かいいご提案ありませんか。

忠俊） ええ。この八頭まではそん

○委員（田中藤一郎）

なに時間がかかりませんので、鳥取の手前ですので、
１日で２カ所、午前中と午後で回れるんちゃうかな

○委員（椿野 仁司）

忠俊） 明石だったら日帰りで行け

ますよね。

時間的にどうなのかというと

○委員（田中藤一郎）

こら辺も含めて、例えば八頭と倉吉だけでもいいか

○委員長（奥村

もわかんないし、鳥取泊まりだったら。その辺はお

個人的ですけど。

忠俊） 子育て支援ね。

今、田中さんのほうから、もう１カ所、明石に行

任せします。無理のないように。
○委員長（奥村

いですけど。
○委員長（奥村

と思うんですけど、どうでしょうな。

個人的には明石に行ってみた

ってというお話もあるんですけど。

忠俊） 椿野さん、紹介していただ

○委員（椿野 仁司）
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ちょっと田中君だけが２年続

きで残ってるんだけど、昨年は何か聞くところによ

そしたら、それをちょっと調整してもらって、打

ると、いわゆる少し表現は別としても、過疎的な地

診して市との調整ができればということでさせて

域をずっと見てきたというところだったんだけど、

いただきましょうか。

ただ見たっていうだけで終わっちゃうんだよな、結

○委員（椿野

局な。

○委員長（奥村

○委員（田中藤一郎）

そうですね。

○委員（椿野 仁司）

対策にはならない。どないで

忠俊） 向こうも忙しいと思うわ、

なかなかね。
○委員（伊藤

すか。
○委員長（奥村

仁司） 可能か不可能か、チャレンジ。

仁）

市長は忙しいけど、視察は多

いだろうな。
忠俊） これは、例えば今出ました

○委員（椿野

仁司） いや、今はいいんじゃないの、

ように、視察ということにまたなるんですけど、も

市長に視察を申し入れしてするようなとこはあら

し仮の話、明石となってくると。そうすると、バス

へんと思うで、議会で。

借りたりすることになりますのでね。泊まる必要は

○委員（田中藤一郎）

ダイナミックにね。

ないんで、時間的には若干遅くなっても問題ないん

○委員（椿野 仁司）

やってみたら。

ですけども、どうですか、委員会としてそれはどう

○委員長（奥村

なんですか。

忠俊） 豊岡の市長の話を聞きにと

いうのもいっぱいあるんでしょうか、豊岡市は。

○委員（椿野 仁司）

管内なら管内、日帰りだから

○委員（椿野 仁司）

それは知りませんけども。

それで見ておくと、それは別にいいと思いますよ。

○委員（田中藤一郎）

声が小さくなってる。

でも会うなら市長に会わなあかんな。

○委員（椿野 仁司）

田中君、でも要は、結局、人

○委員長（奥村

忠俊） でも忙しいで、向こうも。

○委員（椿野 仁司）

口減少問題って、あそこは移住、子育てということ

でも結局、市役所に聞いたと

でものすごい。非常にそのお話を聞きたいと、市長

ころで、通常の話ししか返ってこないんじゃないか

みずからのね。でも神戸や周りからは恨まれとる。

な。だから、やっぱり市長のその熱い思いというか、

引っ張られるでしょ。

そういうとこら辺がな。一回ぶつかったらいいじゃ

○委員（田中藤一郎）

ない、市長の話を聞きたいって。今だったらちょう

○委員長（奥村

ど答えてくれるんちゃう。乗っとるとこだで。
○委員長（奥村

いうことも事務局と相談しながら決めたいと思い

田中君、市長秘書室、あんた

ますので、よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ

言い出しっぺだで、市長秘書課に電話して、こうこ

者あり）

うこうなんだけど、可能なのか不可能かちょっと言

○委員（上田 倫久）

うてみたらどないや。
○委員（田中藤一郎）
○委員長（奥村

忠俊） そしたら、委員会のほうの

一つの視察先として、勉強しに行かせていただくと

忠俊） 当選しなったんでね。

○委員（椿野 仁司）

でも、それはしゃあない。

委員長、よろしいですか。こ

れ新たに。

わかりました。

○委員長（奥村

忠俊） これとは別個ですよ。

忠俊） 相手さんがありますし、そ

○委員（上田 倫久）

別個でもう一つ。

の辺、委員会でバスを借りていかんなんということ

○委員（嶋﨑 宏之）

管内視察だから。

になるので、それなりの予算も必要かなと思ってみ

○委員（上田 倫久）

管内視察のかわりに管外視察

たりしますので、そういうことができるのかどうか

で明石に行くということですか。

いうのはね。

○委員（嶋﨑 宏之）

○委員（椿野 仁司）

予算っていっても日当だけだ

○委員長（奥村

ろう。
○委員長（奥村

日帰りで。

忠俊） そういう方向で検討させて

いただきたいと思います。向こうとの日程調整がで
忠俊） 市のマイクロだったらね。

きなければ、またやりますけども。
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それでは、このその他のところで今ありましたよ
うに、管内につきましても、そういう方向で一応検
討してみたいと思います。
そのほか、皆さんのほうでご意見等がございまし
たらお出しいただきたいと思います。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（奥村

忠俊） ありがとうございました。

それでは、ないようですので、以上で本日の委員
会を閉会したいと思います。ご苦労さんでした。
午前１１時１６分閉会
────────────────────
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