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午後３時２０分開会 

○委員長（田中藤一郎） おそろいのようですので、

定刻になりましたので、ただいまから人口減少対策

等調査特別委員会を開会いたします。 

 本日は、予算決算委員会のほうで少し遅れており

ます。午前中は、小学校の卒業式がありまして、私

も三女が卒業ということで、午前中は学校のほうに

行ってきました。今日は人口減少の特別委員会があ

るということだったので、ふとこの子供たちもいつ

かはいろんな高校や大学、進学等々で一旦豊岡を出

るんだろうなと、となると、しっかり戻れる豊岡市

へあるべき形を、やはり私自身も含めてやっていか

なければなと、改めて感じた次第です。 

 本日は、時間が非常におしておりますけれども、

慎重審議をいただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

まず、ワークイノベーション推進室、岸本参事よ

り、本日の委員会を欠席する旨の申出があり、これ

を許可しておりますので、ご了承ください。 

 それでは、次第３番、協議事項のほうに入ります。

１、委員会所管事項についてです。それでは、まず、

委員会所管事項について、各部署所管事業の説明を、

課ごとにしていただき、課ごとに質疑という形で進

めたいと思います。 

 それでは、まず、政策調整部政策調整課から、順

に説明をお願いします。 

 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） はじめに地方創生戦

略全体について説明させていただきます。 

 資料ナンバー３－１の５ページになります。 

 よろしいでしょうか。 

 第２期豊岡市地方創生総合戦略の戦略体系図を

こちらに書いております。上位目的、豊岡に暮らす

価値を認め、豊岡で暮らすことに自信と誇りを持っ

て住む人が増えている。戦略目的、暮らすなら豊岡

と考え、定住する若者が増えている。この２つの目

的に基づいて、手段０１から０６まで、そのまた手

段ごとに４桁の手段を設定しておりまして、右側の

欄に、２０２１年度の事業をざっと上げている次第

でございます。 

 それぞれの事業につきましては、資料の６ページ

以降に、取り組む事業名、それから予算額、担当課

等を記載しておりますので、ご清覧いただければと

思います。 

 政策調整課が担当する分につきましては、多文化

共生推進事業でございます。３３ページをお開きく

ださい。中段、ナンバー１５、多文化共生推進、予

算額が２２５万８，０００円でございます。 

 事業内容でございますが、（１）で、外国人住民

に関する調査研究を上げております。昨年度から、

神戸大学と共同で行っており、今年度は外国にルー

ツを持つ子供を中心に、ヒアリング等の調査を行っ

ています。今年度で終了予定でしたが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で一部調査ができていない

状況でございます。来年度も継続して、この調査を

行うこととしており、共同研究の負担金と先進地事

例調査の職員旅費等を計上しております。また、イ

に上げております、多文化共生推進プランの策定で

ございます。神戸大学との調査研究を受けて、今年

９月には多文化共生推進プランを策定することと

しております。 

 （２）でございます。（２）には、行政情報・生

活情報の多言語化の推進を上げております。３つご

ざいまして、まず、アとしましては、市役所窓口等

で使用する映像通訳、それから多言語翻訳アプリの

導入により、外国人住民への情報提供や相談対応を

図ります。 

 ３４ページになります。イでございますが、各種

申請書類や窓口表示の多言語化、これをするための

翻訳料を予算として上げております。ウでございま

す。市の妊婦健診や乳幼児健診等での通訳業務の委

託料を上げております。これらの事業で、多文化共

生を２０２１年度は推進していきたいと思ってお

ります。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 説明は終わりました。 

 質疑はありますか。 
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 井上委員。 

○委員（井上 正治） この体制なんですけども、本

庁だけなのか。それとも振興局でもいけるのか。そ

の辺の考え方はどうですかね。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 振興局とも連携を取

っておりまして、特に城崎に外国人が非常に多いと

いうことで、このアプリについても、城崎でも使え

るようにしてくれています。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 城崎は理解できるんですけど、

今度コロナが終息すればインバウンドというもの

が盛んに言われて、また、たくさん来られる政策も、

市としては進められると思うんですけども、やはり

ある程度、例えば日高でも、出石でも、要るなとい

う思いはするんですよね、対応しなきゃいけないと

いう状況は考えられると思うんで、来てからするの

ではなしに、やっぱり一応想定した中での検討とい

うのも、私は必要ではないかなという思いはするん

ですけど、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） すみません。城崎の

にタブレットは入れるんですけれども、翻訳アプリ

自体はほかの振興局でも使えるようになってまし

て、そのタブレットについては、防災のものを使っ

たりというようなことで、全ての振興局で使えるよ

うにしていきたいというふうには思っております。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それをしっかりと使える窓口

というんですかね、対応できる人材育成も求められ

ると思うんで、その辺もやっぱりしっかり対応して

いただきたいと、この辺の対応を考えられてるかど

うですか。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） そのように、物だけ

あるのではなく、ちゃんと使えるようにしていきた

いと思っております。 

○委員（井上 正治） よろしくお願いします。以上

です。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっと１点だけ。多言語通

訳アプリとか、その辺があるんですけど、この多言

語って、何か国語。どこどこの国のやつか、ちょっ

と詳細を教えていっていただければと思います。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） ＶｏｉｃｅＢｉｚ（ボ

イスビズ）というアプリを入れようと思ってまして、

これは１１言語あります。英語、中国語、韓国語、

インドネシア語、タイ語、ベトナム語、フィリピン

語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ミャ

ンマー語でございます。 

 もう一つの「みえる通訳」という、これは本庁の

窓口において、映像を通してしようと思ってますが、

これは１３言語でございます。さっき言った１１言

語にプラスして、ネパール語、ヒンディー語でござ

います。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） 今、１１か国語、１３か国語

ということでお聞きしましたけど、それぐらいの人

が豊岡市内に、住んでおるんですが、それで全て対

応できるということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 全部の言語の方が住

んでるというわけではございません。新たに来られ

る方もあるかもしれませんが、恐らく対応できるの

ではないかなというふうには思ってますが、ちょっ

と詳細なところは把握してません。このＶｏｉｃｅ

Ｂｉｚなり、「みえる通訳」というものの標準セッ

トがこの言語だということでございます。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 先ほど１１か国語、１３か国

語ってお聞きしましたけど、メモできないんで、ち

ょっと何か資料頂ければと思いますんで。それぞれ

のアプリはどこどこの対応と、そういう格好で資料

を提出していただければと思います。 

 委員長、どうですかね。 
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○委員長（田中藤一郎） じゃあよろしくお願いしま

す。そのほかございますか。 

 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） 今、説明を受けた限りの内容

でいくと、窓口業務だとか、その辺のことはフォロ

ーしてるということ、よく感じ取れるんで、それは

もちろんやっていただきたいと思うんだけども、こ

れ実話なんですけどね、救急のときにすごく困った

という話がありまして、どうしようもなかったとい

うのを聞いたことがありますというか、見たことが

あります。だから、これはこれでよろしいんですが、

多様性のということのやっぱり何か救急の場面で

も、そこの対応を何か考えていただけてないのかな

と思うんですが、いかがですか。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 消防本部では、同じ

ように先行して、３者で通訳を介して、現場で対応

できるような、そういった機材を全国的に入れてる

ようでして、恐らく先行して多分消防のほうは入れ

てるというふうに聞いております。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） ちょっと中身的にはよく分か

らないんですけども、緊急、電話を受けられるんで

すか、それは。 

○委員長（田中藤一郎） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 救急隊員が現場に行

って、そこにもう一つ電話で、コールセンターのよ

うなとこにつないで、そこで、その人と患者なり、

その人と話をして、それをまた救急隊員が聞くとい

うようなことを取り組んでいるというふうに、庁内

の委員会では聞いております。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） それは実際やられてるという、

全国的なところで、現場に行ってということだった

ら、それはそれでいいか分かんないけど、僕の言っ

てるのは、電話を受けたとき、救急とかで、１１９、

そのときに困ったということを聞いたんです。だか

ら、そういうことは消防本部なり、１１９の受話者

がそれをちゃんと対応できるようにしなきゃいか

んということなんだけども、だから、この場面はこ

の場面でもちろんそうだし、やっぱり命に関わるっ

ていうことで、そこの救急のところっていうのが、

もう一つとは言いませんけども、大事な要素だなと

思うんで、この部分での課で担当するのか、消防で

するのかちょっと分かりませんけども、やっぱりそ

こんところにも多様性というのを十分に考えて対

応しなければいけない部署があるというのを、ちょ

っと頭に入れておいてください。以上、それは要望

で。 

○委員長（田中藤一郎） ご意見でよろしいですね。 

○委員（関貫久仁郎） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかよろしいですか。 

 それでは、ないようですので、次に、政策調整部

公共施設マネジメント推進室、お願いします。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） お

手元の資料３－２というほうの主要事業の概要、こ

ちらの１ページでございます。申し訳ございません、

冊子がばらばらになってまいりますけども、こちら

のほうで、１ページ、公共施設マネジメントの推進

ということで、予算の関係をご説明いたします。新

年度予算のほうでは、２０２０年度から債務負担行

為でお願いをしております事業、２事業を引き続き

行うものでございます。 

 事業内容として、３番の（２）、アに書いてござ

います、地域デザイン懇談会の運営ということで、

昨年１１月５日に契約をいたしました地域デザイ

ン懇談会運営支援業務、今年度分として７８０万円

を計上いたしております。それから、イのほうでは、

公共施設等総合管理計画改訂等業務、こちらも７月

１０日に契約をいたしましたものを、債務負担行為

分として、２０２１年度予算額７２０万円をそれぞ

れ計上いたしております。 

 なお、事務局のほうからは、今年度の進捗状況の

ほうも併せて説明をということがございましたの

で、今回そちらのほうの文書共有システムに資料の

ほうを入れさせていただいておりますが、よろしい

でしょうか。個別施設計画の策定についてというこ

とで、現状の報告をさせていただくことにいたして
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おります。 

 まず、資料の１ページでございます。個別施設計

画の位置づけについて、資料のほう提示をいたして

おります。２０２０年度中に、国のほうからは個別

施設計画を策定完了すること、また、それに基づい

て、２０２１年度中に公共施設等総合管理計画の見

直しということが要請されており、既に個別施設計

画では、例えばコミセンであるとか、小・中学校で

あるとか、公営住宅、そういうものが個別につくら

れております。今回それ以外の部分について、私ど

もが一括して作成をするということにいたしてお

ります。 

 めくっていただきまして、２ページでございます。

個別施設計画をつくったときに、何ができるかとい

うことで、財政上有利な公適債のほう、充当率が９

０％、交付税の措置率が５０％、これを活用するた

めには、個別施設計画に位置づけられた事業でなけ

ればならないということになっております。 

 豊岡市の公共施設個別施設計画ということで、今

回６５ページほどの冊子を、４月以降、また各議員

のお手元のほうにもお届けをさせていただきます

が、本日は、そのエッセンスのみお伝えをさせてい

ただきます。これらの公適債を活用するために必要

条件である、そのために今回策定をいたします。既

に策定済みの施設を除きまして３４９の施設、これ

を一括して入れております。そのうち劣化調査、現

地に赴いて劣化調査をいたしたものが１２２施設、

庁舎であるとか、消防庁舎等、こういうものに劣化

調査を行いました。 

 計画期間でございますけども、上位計画である公

共施設等総合管理計画、こちらのほうと、それから

公共施設等再編計画、総合管理計画は４０年間のス

パンで現在つくっております。公共施設等再編計画

は１０年間スパンで、既に５年が経過しております。

これらの第２期のローテーションに合わすために、

２０２１年度から２０３５年度までの１５年間、こ

ちらを今回の個別施設計画の計画期間といたして

おります。 

 ただ、ここの計画の内容でございます基本的には

今までにつくっております再編計画、こちらのほう

の第１期の方向性、これを基本といたしております

けれども、一部状況変化等加味して時点修正を加え

ております。時点修正を加えました主な施設でござ

いますけども、健康福祉センターが、その主なもの

ということで、豊岡健康福祉センターにつきまして

は、過日、新聞報道もございました。これまで、第

１期の再編計画の中では継続といたしておりまし

たけれども、方向性の中では、近隣公共施設の解体、

周辺環境整備に合わせ、廃止を検討という形で、こ

この部分は一部記述をし直しております。 

 それから、その下、３９番目から４３番目までは、

これまでの再編計画では検討としておりました。そ

れをもう少し具体的な表現ということで、施設機能

を見直し、複合化、民間移管等を検討という形で、

これは従前と方向性が変わるものでございます。 

 それから、その下の８６番から８８番の給食セン

ターでございます。こちらは、第１期の計画期間中

では、まだ施設が新しいということで傍線を引いて

おりました。ここの部分につきましては、児童生徒

数の動向を見極め、機能集約を検討という形にして

おります。児童数の著しい減少、それから道路交通

事情が著しく変貌しております。施設が３施設であ

る必要性があるのかどうなのか、こういうことの検

討が必要だという考え方でございます。 

 ３ページでございます。こちらのほうには、幼稚

園、保育園、放課後児童クラブ等掲げております。

こちらにつきましては、その最下段、表の一番下に、

今後の方向性の欄でございますけども、本年２月１

６日に幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画、

こちらのほうが策定をされておりますので、それと

整合性を取るということで、そちらの計画に準拠し

た形で、こちらの方向性の記述を訂正をいたしてお

ります。オとして、現在進行中、これから現在進め

ております地域デザイン懇談会で、方向性の見直し

が求められる場合がございます。今後、２０２６年

度からの第２期の再編計画の中で、方向性の見直し

を検討させていただきます。 

 それから、本計画における対策費用というものは
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全て消費税を含んでおりません。そこを明記してお

りますのと、実施時期につきましては、財政計画の

概要を算出するために区分しているものであって、

例えば修繕の工事費等の事業費を記載しています

が、将来の事業の実施時期を確定しているものでは

ございません。これについてはお断りを、計画書の

中にも明記しております。 

 それから、４ページでございます。計画の今後の

進め方で、施設保全の考え方として、施設改修の際、

省エネルギー設備を積極的に導入する。カーボンマ

ネジメント、二酸化炭素の排出量削減ということを

重視する必要があろうと思います。 

 それから、今回コロナの関係で感染症予防対策、

ここの部分についても、私どものほうでは、あえて

明記をしております。安全・安心な公共施設を維持

するために、こういうことも重視していく。それか

ら、大規模改修や更新を実施する際には、多様な利

用者を考慮し、ユニバーサルデザインに配慮した整

備を進める。今回、ユニバーサルデザインというの

が公適債の対象になりますので、ここの部分は個別

施設計画に明記することで対応したいと考えてお

ります。 

 更新費用等の算定方法につきましては、今までの

総務省ソフトよりも、幾分精度が向上してきたもの

ということで、部位別になっているものを周期的に

入れていく、国交省の基準を基に数値を入れ直して

おります。ただ、それでもライフサイクルコストに

つきましては、今回の施設分だけで１２．９億円、

今後１５年間で平均するとこの数字になるという

ことになっております。これらの数字につきまして

は、現在まだ微調整を加えておりますので、若干精

査の結果変動することがございますので、ご承知お

きをいただきたいと思います。 

 ５ページのほうでは、予防保全にしたもの、要は

現地調査をしたものを、８２施設で加えております。

目標使用年数として鉄筋コンクリートで、こちらに

ついては８０年、木造の部分は５０年いう形で計算

をいたしております。庁舎であるとか、集客施設等

で、今後も継続使用が見込まれる施設につきまして

は、予防保全という形で組んでおります。 

 それから、事後保全といいますのは、これは状況

が起こった段階で対応していくものということで、

現時点で譲渡、もしくは廃止が見込まれるものは、

こちらの方針でおります。標準の使用年数が、こち

らは鉄筋コンクリート造で６０年、木造で４０年と

いうことで期間を見込んでおります。それぞれその

数字を記載しております。 

 ６ページでございますけども、こちらは、小規模

施設についてを記載しております。これは、主には

消防団の車庫であるとか、普通財産で用途を廃止済

みにしているもの、これらにつきましては、鉄筋コ

ンクリート造で６０年、木造で４０年、行政財産に

つきまして、消防団の車庫等につきましても、事後

保全による修繕更新、建て替え費用などを算出して

おります。普通財産につきましては、修繕費用、除

却費用等は見込んでいない、基本的には、例えば今

後もう建物つきで、財産を処分していく方向に逐次

シフトしていきたいというふうに考えております

ので、除却費用のほうは市のほうで、現時点では積

み上げています。 

 ただ、ここの６ページの下のところで、２０２２

年に一過性に数字が上がっている棒グラフがあろ

うかと思います。既に耐用年数を計画しているもの

は、統計上、２０２２年のところに数字をまとめて

おいておりますので、ここのところで一過性に経費

が増加して、数字として現れておるというものでご

ざいます。 

 ７ページにつきましては、これらを今後１５年間、

各５年間ごとできっていくとどうなるかというこ

とで、１５年間平均では１２．９億円、先ほど申し

上げました金額、これぐらいで今、事業費を想定い

たしております。全体としての計画は以上です。 

 ８ページのほうには、これまでに個別施設計画が

できておりましたものとの年間の平均値２８，３億

円かかるという見込みを書いております。 

 ９ページでございますが、これは、これまでに個

別施設計画、一番早くに作っていただきましたコミ

ュニティセンター、それから体育施設、学校施設等、
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それぞれが作っております。それらを全体として見

た場合、どうなるであろうかということでつけてお

ります。一番上の公共施設等総合管理計画、これが

４０年スパンで、現在私どもが定めておるもの、そ

の下に、公共施設再編計画、これが第１期で実線部

分までが今までの計画期間です。それから、第２期

までを織り込んで、今回下から３番目のところに個

別施設計画、これを先ほど申し上げた１５年間でつ

くりますという期間で数字を表したものです。コミ

セン等につきましては、それぞれの計画期間がござ

いましたが、私どもの１５年間に向けて、投資的経

費がどうなるのかいう部分を抜き出しております。

下から４段目のところに、既存の計画の部分では、

今後１５年間で１５．５億円という平均額が出てお

ります。その下に、私どもの１２．９億円、それか

ら今回それらを合わせまして、試算値として年間２

８．３億円の、これは消費税が入っておりませんけ

ども、事業費が見込まれる。それから、文化会館に

つきましては、これまで議論ございましたように、

特定の財源がございますので、こちらのほうは欄外

にという記述をいたしております。 

 １０ページのほうには、最後の４０年間部分での

一番最終年度の部分も合わせて記載をしておりま

すので、ご清覧をいただきたいと思います。 

 それからもう１点、１１ページのほうには、もう

一方の事業でございます。地域デザイン懇談会につ

いて記載をいたしております。こちらは、既にコロ

ナの影響で大幅に事業が遅れており、３月１４日か

らいよいよ開始をいたしております。２月２５日に

市民周知をいたし、既に竹野、城崎・港、但東、出

石、ここの４会場につきましては実施をいたしてお

ります。日高地域は４月１０日に実施をさせていた

だきます。豊岡地域、こちらは豊岡地域と言いなが

らも全市域の市民を対象にして、３月２５日の市の

広報のほうで広報周知をさせていただき、議員の皆

様にも近日中にご案内を差し上げたいと思ってお

ります。 

 各地域では、３０名の方々でワークショップ形式

でご議論を進めていただいております。豊岡地域に

つきましては、キックオフイベントも兼ねており、

基調講演として、前橋工科大学の堤洋樹准教授に講

演をお願いし、後日、当日の模様につきましては動

画配信ができるように、現在調整を進めております。 

 それから、各地域懇談会の傍聴でございます。や

はりまだコロナウイルス感染症、市内でも発症が出

ておりますので、一応人数制限をして、現在傍聴は

１０人ということで限らせていただいております。

各地域での開催状況などは、今後市のホームページ

であるとか、地域ごとに配布を予定しておりますか

わら版といった形で市民の方々に状況をお伝えし

ていきたいというふうに考えております。 

 今年度事業の概要は以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありますか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 今後、公共施設再編はどんど

ん進めていかれるんですけども、その跡地がどんど

ん残ってくると思うんですけども、例えば解体をし

たりとか再編をしたら、その辺の考えというのは、

どっかにはあるんですかね。どうなんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） も

ともと公共資産そのものを有効活用するという未

利用資産の活用方針という形で、市のほうとしては

極力売却等を進めていく、市のほうで跡地だけ平地

で持っていても、これは意味がない話になりますし、

これまでにも、例えば城崎の消防分署の跡地であっ

たりとか、旧森本中学校跡地であったりとか、ひぼ

こホールの跡地等も売却処分をさせていただいて

るということで、市が保有し続けないということが

一つの肝という形になろうと、そこについては、今

後も推進していく必要があると考えております。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） そういうふうな形で、民間に

売却できればいいですけどね、地域デザインの中で

も、その課題というのは、議論する課題としてやっ

ぱり上げていく必要があるんじゃないかなと、私自

身は思うんですよね。その建物自体がまだもう少し
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使いますよとか、再編したり、廃止したりすること

もいろいろと考えられるとは思うんですけども、そ

の辺はもう課題として、やっぱり討論していただく

こと、協議していただくことも必要ではないかなと

いう思いはするんですけども、その辺の考え方はな

いですかね。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） お

っしゃるとおり、施設そのものの老朽化で、市民生

活に支障が生じないようにということも、デザイン

懇談会の中で当然ご意見はいただけるものという

ふうに考えております。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それは、またお考えいただけ

れば。それと同時に、これまで小学校だとか、保育

園だとか、幼稚園だとか、いろんな借地が結構各市

町間でばらばらですけど、残ってますわね。今現在、

たくさん公共施設があるんですけど、借地というの

はどうなんでしょうね。それの把握されてて、結構

公共施設の中で借地というのは残ってるんですか

ね。どうなんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 私

どもが施設カルテをまとめた際には、一部用地に借

地があるとかという表現は聞いているんですけど

も、ただ、借地料が一体幾らでとかという、そこま

での詳細は押さえておりません。ただ、実際にそれ

ぞれの資産を今後処分しようであるとか、整理をす

る段階では、その借地の状況等、あらかじめ調査を

していただくようにという要請はいたしておりま

す。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） やはりその借地が出てくると

なかなか解体しても、次のステップの段階で課題が

ぱっと出てくるような感じがするんですよね。基本

的にどういう対策費がかかってくるか分かりませ

んけども、どうもその辺も私はちょっと、借地の場

合は非常にもう一つ違った課題が出てくるという

ふうに認識してるんですけど、その辺のお考えとい

うのは、今後どうされるんですかね。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） お

っしゃるように、未利用資産の整理をする段階では、

借地が入っているかどうかによって、著しく変わっ

てまいります。処分に大変制約が加わりますので、

ここのところは市としても十分調査をした上で、後

の方法を決めていきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

○委員（井上 正治） いいです。 

○委員長（田中藤一郎） いいですね。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） ６ページの消防団車庫の件で、

ちょっとお尋ねするんですけど、小学校区に現在は

それぞれあるんですけど、小学校の統廃合とか、そ

の辺の絡みもあって、消防団の統廃合や何か、その

辺の将来的な話とか、その辺は何か計画とか、そう

いう話が出てるとか、何か発表できるようなことが

あればお聞かせいただきたいと思います。このまま

の状況とは、まず考えられませんので、人口減少が

だんだんとどこでも起きてますんで、消防団員自体

も少なくなってますし、そういうことも統廃合当然

出てくる可能性はあると思うんで、その辺の考えは

将来的にどう思われてるのか、お聞かせいただけれ

ばと思いますけど。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 消

防団の再編につきましては、申し訳ございません、

私どもはまだ直接具体な話を伺っておりません。今

後において、また当然そういう議論もなされるであ

ろうと理解しておりますけど、まだ具体的な話がど

こまでというのは、私ども自身は承知いたしており

ません。以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） そしたら、この建て替えとか

修繕、更新とは書いてあるんですけど、現在あるや

つの将来的なことだけを書いてあるということで
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よろしいんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 委

員おっしゃるとおり、今の消防団車庫をそのまま同

じ規模感で再編するとすれば、机上計算ではこのよ

うになるというふうな数字で置いております。以上

でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） これはもう、今の現在の計画

でやられるのは当然それはそれでよろしいんでし

ょうけど、将来的なこともちょっと計画に入れてい

ただくことも必要かなと思っておりますので、その

辺もまた検討していただければと思ってますので、

よろしくお願いしておきます。 

○委員長（田中藤一郎） よろしくお願いをします。 

 そのほか。 

○委員（伊藤  仁） よろしいですか。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 先ほど説明で、ナンバー３７

番、健康福祉センターの件で、継続という話から、

今度周辺公共施設の解体に合わせて廃止をすると、

解体をするというようなことが、今日初めて、委員

会の場でお聞きすると思うんだけども、市民の皆さ

んから、１０月に福祉のほうが説明してから、いろ

いろと各議員宛てに、現在入ってる福祉団体から各

議員さんを回られてるという実態がありました。私

らも議員しておりまして、方向性が変わったなら変

わったという説明がいつでもええんかということ

になってくるんですよね。 

 今回変わった計画が正式に委員会では初めてお

聞きするような気がするんですけど、これ何でいつ

も議会をほったらかしにしといて、方向性を変えて、

これは大きな問題提起のはずなのでね、こういうや

り方をどう思われてるのか、今後もそんなことがあ

るのかないのかね、そういう推進室の考え方につい

て、方向性転換をすれば、いち早く我々、議会議員

に報告すべきだというふうに思いますが、その進め

方についてどう思われるのか、ご答弁ください。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 私

どもも所管課のほうからお伺いをして、方向性の話、

それから、ここに至りますまでに健康福祉センター

の方向性の部分というのは、健康福祉部のほうから

所管の委員会、文教委員会のほうにはお話があった

ような理解をしてるんですけども、そこのところは、

今回が初めてというよりも、総括説明、この前、そ

れからそれまでの間に所管委員会のほうにおつな

ぎはされているという理解をしていたんですけど

も。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） なら、推進室は下から上がっ

てきたのをまとめてるという理解でいいんですか。

今これだったら、福祉部が検討されて、福祉部が決

定されたことを受けて、公共施設マネジメントが発

表してるという形でいいんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） こ

こに至りますまでの検討、時には私どもが同席をさ

せていただき、ご相談もさせていただいております。

そこの中で、最終的に個別施設計画として現れたの

は今回が初めてという形になります。まとめている

ということではなしに、それぞれの計画に準拠する

ものも当然ございますので、私どもが逆に一方的に

この方向性でということではなしに、それぞれ所管

課と協議をしながら確定していくというふうな理

解をしております。特に幼保のあり方等につきまし

ても、個別の計画が出ておりますので、そちらの計

画のほうが優先で、そちらのほうに個別施設計画の

ほうが追従していくという形になろうかなと思っ

ております。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） そうなりますと、今、福祉会

館の方向転換については、どういった流れになって、

どう決まったのか、改めてご説明ください。で、マ

ネジメントが最終的にまとめとるんでしょう。そう

いう流れを教えてくださいな。何かどっかの会議で

するんでしょう。一連の今回の協議に至った流れを

教えてくださいなと。 
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○委員長（田中藤一郎） 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） こちらのほうの考え

方として、今まで継続ということで、最初の計画は

なってたというのはご存じのとおりだと思います

が、その後、状況変化ということで、今あそこに入

っておりますこども支援センター、こちらのほうが

アイティに移行していくというような方向が示さ

れた、そうしますと、文教の委員会でも最前お話を

させてもらったところなんですが、考え方として、

あそこを条例でそのまま管理していくということ

がやっぱり難しくなる、そういった議論もある中で、

この建物をどう扱っていくかということについて、

政策調整会議であったり、経営戦略会議というよう

なことで議論をしていく、そうした中で、昨年の１

０月頃だったと思うんですけども、経営戦略会議の

中で、こちらの建物については、今回のこの新文化

会館との兼ね合いの中で整理していくことが財政

的にも有利であるというような議論を重ねる中で、

その方向性を示しながら、公共施設マネジメント全

体として、この健康福祉センター全体の話なんです

が、今言ったような方向が一定程度固まりましたの

で、関係団体にまずこういった方向性があるという

ことについて、おつなぎをさせていただこうという

考え方で、その方向性をまずおつなぎをさせていた

だいたという段階です。 

 本当はその段階で、例えば１２月なりの委員会な

のか、もう少し本当は早くということができればだ

ったんですけども、９月の段階では、そこまでの結

論には至ってなかったということもあります。その

中で、１２月の委員会で、ご説明が委員会のほうに

はできていなかったんであろうというふうに思い

ますので、そこは本当に申し訳ないと思っておりま

すが、委員会への報告というよりは、まずこの関係

団体のほうにご説明をさせていただいて、一定程度

のご理解を得ながらということで進めたいと思っ

ていたというのが正直なところなんですが、それが

なかなかああいった陳情というようなことにもつ

ながってしまったということで、この辺は私どもの

進め方が調整不足だった部分もあるのかなという

ことで、そこは反省させていただいているところで

す。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 今のお話をお聞きしておりま

すと、最終的にはそもそも解体をしようというのは、

市の関わる子育て関係がなくなったからそうなっ

たのか、いやいや、文化会館を開設するんだから、

これも解体してくれと、そうつながってきて、最終

的に誰が提案して、決定はどうなったのかという、

その辺は、言ってること分かりますかね。 

○委員長（田中藤一郎） 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） その新文化会館との

兼ね合いというのは、当然検討材料の中にありまし

た。隣の市民会館を壊すタイミングのことが当然話

として出ます。福祉会館の扱いを考えるときに、そ

うしますと、市民会館はとり壊されることが決まっ

ている、そうすると、そのときに福祉センターを残

そうとすると、必ず取次ぎのところの修復をしない

といけない、なおかつ、水槽があるんですけど、そ

の受水槽も改めて建て直して、健康福祉センターに

置かないと水の供給も難しいという課題が出てく

る。なおかつ、そのとり壊しについても財政的な負

担の問題が出てくる。なおかつ駐車場の問題も当然

まだ市民会館跡だけでは厳しいというような課題

もあるということが見えておりましたので、それを

総合的に勘案しながら、経営戦略会議の中で今の方

向を示したということでございます。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 福祉部のほうで、部長のほう

で提案したという理解でよろしいですね、解体を。 

○委員長（田中藤一郎） 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 考え方と……。 

○委員（伊藤  仁） 総合的に考えて、部長が解体

を指示したと。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 財政的なことも含め

て考えて、そういった提案をさせていただく中で、

会議として決定をいただいたということです。 

○委員（伊藤  仁） 部長が提案したんだという理

解でいい。 
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○委員長（田中藤一郎） 久保川部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 提案をしてというこ

とになるのか……。 

○委員（伊藤  仁） 誰かが提案しなかったら、そ

ういう進みはないですね。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 考え方としては、そ

ういうご説明もさせていただいた、その上で全体と

して議論をして、そういう決定に至ったということ

でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 伊藤委員、よろしいですか。 

○委員（伊藤  仁） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

○委員（関貫久仁郎） すみません。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） 最終ページのところで、地域

デザイン懇談会を開催するっていうのが、過去と今

後も書いてあるんですけども、この中の３か所に出

させていただきまして、その内容は知ってるという

前提でよろしいんですが、この最初の豊岡地域にお

いては、こういう全体で集まるということと、基調

講演ということが書いてあることで、それまでの他

地区とは内容が違うんだなというふうに感じられ

ます。その他の５地区に関しましては、やっぱり地

域の皆さんの意識をそこで表現していただくとか、

それで、実際地元にどんな公共施設があるかという

のは明示されてました。一部では、そこの場面では

もう本当に意見がたくさん出たという実績があっ

たんですけども、豊岡地区の開催の内容では、そん

なことはないですよね。これをなぜ豊岡地区が他の

５地区と同じ内容をされないのかというのをちょ

っと聞きたいんですけど。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 豊

岡地域の１回目につきましては、キックオフという

形で、全市域を対象として、２回目以降に豊岡地域

でもエリアを設ける形が望ましいだろうという形

で、周辺５地域の地域デザインと同じような形のフ

レームを何回か想定しています。１度目だけはこの

パターンを生かしていただいて、２回目以降の中で、

５地域でやってるパターンを少し取り入れていく

と。それから、旗揚げアンケートみたいなものを１

回目のその日の後半部分で少し入れていく予定、そ

れこそ豊岡の中でということで、今考えています。

全然しないということではなしに、同じフレームの

やり方を一部、豊岡地域でもとりいれます。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） そういうことでしたら、これ

各地で、今後トータル６回されますよね。だから、

その６回の中で各地で同じことをされたらいいか

なというふうに思いますから、それでやってくださ

い。であるけれども、今回この開催にあたっては、

３社のリーダー的な役割の会社でお願いされてお

りますね。たまたまでしょうけども、竹野、但東は

同一会社の方で、同日でも違ったのが、出石地域は

ちょっと違ったリーダー、会社の方が来られたとい

うことで、見てたらちょっと進め方が若干リーダー

によって違うんですよね。出石の場合は、ああいう

進め方をされたから意見ががらっと出てきたんだ

なと、あのタイミングでと思ったりしたんで、そう

いう意味ではちょっと、リーダーの方々との打合せ

っていうのか、進行の仕方とか、どういうことを拾

い上げていこうとか、そういうのが、コンセンサス

取れてたのかなと思ったんだけども、その辺はいか

がなんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 今

回のパートナーにつきましては、株式会社八州、そ

れから合同会社の人・まち・住まい、それからキタ

イ設計、３社になって、それぞれでファシリテータ

ー、当日実行していただく人が違うんですけども、

全体の総括は株式会社八州のほうがやっておりま

して、ＪＶとの打合せは一応共同でやります。ただ

し、地域によってやはりそれぞれ公共施設への思い

が違うということもありますので、当日の運営がま

るっきり同じという形にはなかなかいきにくい。た

だ、ファシリテーターになる方は、それまでに各地

域のコミュニティビジョンであるとか、地域づくり

計画などにも携わっておられて、地域事情にお詳し
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い方が基本的にその地域に行っていただいており

ますので、今後またパートナーのほうとも調整をし

ながら、この辺を極力同じような歩みでいくような

形にしていきたい。ただ、活発な議論を生むという

のが、やはり一番必要な方法であろうと思いますの

で、そこには意を用いていきたいと思っております。

以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） そういう各パートナー、パー

トナーで違いはあるから理解できるんです。それぞ

れだなと思うんですよね。ちょっと大きく違いのあ

ったのは、出石に関しては、次の開催期間を決めら

れましたよね。そうなったら、そこに来てる人はも

う周知のことだから、来やすいというか、当日。だ

けど、竹野、但東ではそういうのなかったんでね、

そしたら、同じ人が来ていただくというのが原則で

しょう。だったら、そういうやっぱりやり方、その

分のやり方ぐらいは統一して、ちゃんとやったらど

うかなと思ったんで、今後どうされるか知らないけ

ど、頭に入れといてください。 

○委員長（田中藤一郎） ご意見ということで、よろ

しいですね。 

○委員（関貫久仁郎） はい。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

○委員（井上 正治） 委員長、ちょっと。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） ちっちゃいことなんですけど、

財源のことなんですけどね、公共施設等適正管理推

進事業債、これはもう時限立法ではなしに、ずっと

つくるまで適用されるのかというようなことは、見

通しはあるんですかね。 

○委員長（田中藤一郎） 土生田室長。 

○公共施設マネジメント推進室長（土生田 哉） 今

のところ来年度までという形で、時限になっており

ますけども、今後延びるタイミングというのはまだ

見えてきておりません。来年度の地財計画の中でど

のように議論されるのかなというふうに思ってお

ります。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 一応来年度までという期限は

決められてるということでいいんですね。 

 いいです。ありがとうございます。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかありませんか。 

 それでは、ないようですので、続いて、総務部ワ

ークイノベーション推進室、お願いします。 

 上田室長。 

○ワークイノベーション推進室長（上田  篤） 資

料ナンバー３－１、２０２１年度地方創生の取組概

要、説明資料の３６ページをお開きください。 

まず、ジェンダーギャップ解消推進事業について

ご説明します。２０２１年度の予算額としては６４

９万５，０００円でございます。 

 主な事業内容なんですが、その下にございます、

（１）で、戦略の進行管理、これ戦略のほうは、ま

だ今は作業中で、予定では２５日の午前中には議会

のほうにお送りできるのかなということで、今準備

を進めております。その戦略のできました後の進行

管理と、あとジェンダーギャップ解消に関する条例

化の検討等についてでございます。 

 まず、アドバイザーの設置ということで、今回で

きます戦略に沿って、まず地域とかの啓発事業の取

組が入ってきますんで、ジェンダー啓発のアドバイ

ザーということで、立教大学の萩原なつ子先生とい

う、豊島区だったりとか、丹波市に既に入っておら

れるんですけど、そういう専門家の方にも入ってい

ただいて、地域に啓発に入っていきます。 

 それと、イで、戦略会議の開催ということで、今

年７月から９月を予定しておるんですが、まず、第

３次男女共同参画プランが２０２１年度で計画期

間終了しますんで、この改定作業、第４次に向け新

年度進めます。その際にも、この戦略会議のほうか

らご意見いただいたりとか、戦略の進捗状況がまだ

始まったばかりなんですけど、それに対するご意見

とか、条例化検討についても、この戦略会議の委員

からもご意見をいただけたらというふうに思って

おります。 

 それと、（２）で、市民の皆様への理解拡大と浸

透に向けた戦略の説明会、ワークショップを地域コ
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ミュニティ組織、２９の地域コミュニティを対象に

入ってきます。それとあといろんな女性団体とか、

市の職員に対しても、きちんと説明をまずしていき

ます。 

 （３）としては、女性会議って、これ仮称なんで

すけど、多様な世代の女性にも集まっていただいて、

いろいろと意見交換をしていただく場というのを、

新年度入りましたら設けていきたいなと思ってい

ます。実際、どのようなそういうグループであって、

どういうふうに進めていくのかについては、まず、

いろんなコアな方からご意見いただきながら、今後

ちょっと固めていけたらなというふうに思ってお

ります。 

 ３７ページをお開きください。（４）では、ジェ

ンダーギャップに関する調査の実施、これ新規事業

でございまして、市内の子育て世帯の男女の家事、

育児時間、無償ケア労働の時間って言われてますけ

ど、を可視化して、市民の皆さんが家庭内の役割分

担の在り方を考えていただくきっかけにするとい

うことで、アンケート調査、スマホ等で１５分ぐら

いで回答できる、そういうアンケート調査を大体サ

ンプルとして、８００ぐらい目指して、これを進め

ていきたいと思います。次のイのひとり親家庭の意

識調査というのが、社会福祉課が担当して行うもの

でございます。 

 続きまして、４１ページをご覧ください。次のワ

ークイノベーション推進事業です。２０２１年度の

予算額案としては８３１万円でございます。 

 主な内容ですが、この２０２０年度、コロナ禍の

影響もありまして、ちょっと全対象について実施で

きなかったんですけど、新年度は、まず市内の事業

所の経営者、それと人事担当者、管理職を対象に意

識改革とか行動改革につながるセミナーを開催し

たいと考えてます。それで、イにありますように、

併せて希望される事業所を対象に従業員意識調査

のお手伝いもできたらと思います。 

 続きまして、４２ページをご覧ください。４２ペ

ージの（３）です。これも市内事業所の女性従業員

のキャリア形成支援についてです。２０１９年度、

２０２０年度と２か年、このアに書いてありますキ

ャリアデザインセミナー、ありたい姿を考えるワー

クショップなどを、３回シリーズで市内の事業所の

女性社員さん対象に進めてきました。新年度は、こ

の過去の受講者を対象にしたロジカルシンキング

とかコーチングなどのワンステップ、ちょっと上の

セミナーも併せて２段構えで実施したいなという

ふうに考えております。 

 （４）は、ワークイノベーション表彰制度のあん

しんカンパニー、今年度新設で、もうすぐ月末に、

その表彰企業の発表を予定しておるんですが、これ

につきましても、引き続き２０２１年度も開催して

いって、実際先進的な取組をされてる事業所の取組

の可視化によって、これを広げていけたらというふ

うに考えております。 

 続きまして、今度４３ページをご覧ください。子

育て中の女性の就労促進ということで、２０２１年

度予算額としては４１４万５，０００円を計上して

おります。 

 これは、２０１８年度、２０１９年度と、プチ勤

務という、少日数・短時間勤務、子育て中の女性で

現在働いておられない方を対象に、プチ勤務によっ

て市内事業所とのマッチングを図るという取組を

進めてきました。２０２０年度については、ちょっ

とコロナ禍の影響もありまして、雇用情勢が劇的に

変わったということもあって、このプチ勤務という

取組はできておりません。２０２１年度につきまし

ては、そこにありますような、（１）に書いてます

ような、子育て中の女性対象のデジタルマーケティ

ング人材の育成と、（２）にありますように、育成

したデジタルマーケティング人材の出口戦略とい

うことで、就労先の確保というのをハローワークで

あったり、推進会議と一緒に進めていきたいと思い

ます。デジタルマーケティング人材の育成のほうは、

５か月間の講義、対面とオンラインによる講義と２

か月間の関連企業のインターンシップ等によって、

ロールモデルとなる人材１０名程度育成していき

たいというふうに考えております。 

 続きまして、今度、資料ナンバー３－２のほうを、
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別の資料をご覧いただきたいと思います。ナンバー

３－２の３ページでございます。キャリアデザイン

の推進事業ということで、予算額が７５９万９，０

００円ということで計上いたしております。 

 これにつきましては、キャリアデザインアクショ

ンプランに沿った取組で、３年目となります。２０

２１年度については、２０２０年度に引き続いて市

の職員の階層ごとに身につけるべきスキルを中心

に研修を実施していきたいと考えております。具体

的には、若手とか中堅職員を対象に問題解決力とか

説明力を向上させる論理的思考のロジカルシンキ

ングを身につける研修というのを中心に行ってい

きたいと思います。 

 それと、２０２０年度に試行的にちょっとやって

みました部下の成長を促すコミュニケーションの

基礎として、民間でも実施されてます１ｏｎ１ミー

ティングについても、この手法を取り入れた管理職

向けのマネジメント力アップのためのセミナーを

中心に展開していきたいというふうに考えてます。

それと、引き続き男性職員の育児休業取得促進、２

０２２年度１００％取得を目指して、これは取り組

んでいきたいと思います。それと、年に一度実施し

ております職員意識調査についても、引き続き予定

いたしております。 

 続きまして、豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略

（案）についてご説明したいと思います。お配りし

てますジェンダーギャップ解消戦略（案）の新旧対

照表というＡ４の横長の４ページものの資料をご

覧いただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 この解消戦略（案）につきましては、２月９日に

議会に対して、貴重なお時間をいただいてご説明さ

せていただきました。ありがとうございました。そ

の中で、多様な意見ですか、いろんなご意見をいた

だきました。特に若者が帰ってこない理由、特に女

性が帰ってこない理由は、本当にジェンダーギャッ

プだけなのかという、そうじゃなくて、例えば仕事

とかなどというご意見も多数いただきました。それ

とあと、ちょっと夢物語じゃないかというご意見も

多数いただきました。これについて、さらに持ち帰

って、いろいろ検討をしてみました。 

 また、パブリックコメントの実施ということで、

２月１５日から３月１日までの間で、ホームページ

や各振興局の窓口を通じて募集したんですけど、結

局ご意見いただいたのは１８名の方、内訳としては、

男性９名、女性９名でございます。市内から１４名

で、市外から４名ということで、大体市内から８割

意見いただきました。年代で見てみますと、大体３

０代が４割ぐらいということで中心になっており

ます。 

 そのパブリックコメントの意見の概要としまし

ては、このジェンダーギャップの取組、特にジェン

ダーギャップという名称自体、表現自体がなかなか

まだ理解されてないんじゃないかというご意見と

か、もっともっとそれは分かりやすくＰＲすべきだ

というようなご意見も多数いただきました。 

 またさらに、若者が帰ってきてないっていう部分

で、これは例えばやりたい仕事がないとか、あと都

市基盤、特に若い方からは交通手段がかなり脆弱だ

というようなご意見もいただいてるんですけど、あ

と魅力的なショップとかが少ないとかいうふうな

都市基盤のちょっと弱さという部分でのご意見も

いただいております。 

 あとは家庭内の分担で、今後やはり共働きで、家

事は分担制、できるほうはそれをやるというスタイ

ルが必要なんじゃないかとか、あと子育て支援につ

いてさらに充実すべきとか、男性だけじゃなくて、

女性自身もやっぱり意識改革必要だというふうな

ご意見もいただいております。 

 という中で、新旧対照表のほうをご説明したいと

思います。まず、ナンバー１でございまして、ＬＧ

ＢＴ等との関係ということで、これは２ページに前

回お示しした戦略（案）の２ページにあるんですけ

ど、注意書きで、３として、ＬＧＢＴの扱いについ

て、ここでは説明しておったんですけど、これをも

う本文のほうへ上に上げまして、そこに書いてあり

ますように、この戦略では男女という性別に付与さ

れた役割や偏見を見直すことを目的として、男女に
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注目して、ここではご説明してますということを本

文のほうにもっていっております。 

 すると、これ結構ご意見いただきました仕事とか

が、魅力的な仕事とかがない、あと知られてないか

ら帰ってきてないんじゃないかというようなご意

見をたくさん議会からもいただきましたんで、ここ

については、もうちょっと丁寧な説明、例えば若者

が帰ってこない、若い女性が帰ってこないという中

に、ジェンダーギャップの解消だけじゃなくて、ま

ず例えば魅力的な仕事であったり、その仕事を通じ

て成長できるかどうかであったり、その学生時代に

身につけたスキルとか、そういうノウハウ、知識を

ちゃんと生かせる仕事があるのかどうかとか、実際

キャリアアップができる仕事があるのかとかとい

う部分について、ちょっと丁寧に説明するというの

がありまして、まずは男女を問わず若者が地方にま

た帰ってきてない理由として、そこにありますよう

に、社会的、経済的、文化的に豊かな大都市と貧し

い地方という強いイメージがあって、地方は貧しく、

つまらないという、そういうイメージが強くなって

る、そこをちょっと打ち破る必要があるという第１

段階としてという説明を入れてます。その第２段階

として、さらに女性については、ジェンダーギャッ

プの解消が必要ですよという、そういうふうな流れ

で説明をしております。 

 次の３番ですけど、ここが、特に夢物語について

書かれてた部分で、右側の旧のとこにあります、２

で、起こりうるシナリオ、ここに例えば政令指定都

市だったりとか、国際空港化というようなことが書

かれてた部分があるんですけど、２５年後のまちの

姿を描くという、戦略会議の委員さんから上げてい

ただいた分ですけど、これをちょっと本体のほうか

ら、参考資料のほうに引っ越しというか、移動をさ

せまして、ちょっと読まれた方がこれを本体の一部

として勘違いされないようにということで、そちら

に、資料編のほうに移動いたしました。 

 次に４番で、豊岡市のジェンダーに関する現状と

課題の部分で、仕事という部分の定義というんです

か、概念の中で、結構多様なまとめ方があるという

説明を改めてここでさせていただいてます。希望す

る業種がない、仕事の選択肢が少ないとか、大学等

での学びを活かせる職場がない、仕事を通じて成長

できるイメージがないとか、このあとジェンダー関

係になりますけど、出産後の両立、働き続けられる

イメージがないとか、賃金が低いということを、ち

ょっと改めてここで解説もいたしております。 

 次、２ページでございます。２ページの真ん中に、

６番として、戦略体系図の中に、具体的な事業にＤ

Ｖ、ドメスティックバイオレンスに関する取組みと

いうのを追加いたしました。それと、７番のとこで

すが、この市議会議員に占める女性の割合について、

目標値で、市議会に検討要請中という表現にしてお

ったんですけど、これは、ここについてはもう目標

値は入れずに、バーで入れて、現状値だけを入れて

るという状態にしました。それと、その関連で、議

会・政治参加の魅力発信という部分についても、こ

れは議会運営委員会のほうで、ちょっと調整されて

再度いただいたと思うんですけど、左のように、議

会活動の情報発信や議会傍聴のＰＲに努めるとと

もに、女性や若者を中心とした意見交換会等の実施

などを通して、議会・政治参加への関心を高めると

いう、そういう表現にこれは変えさせていただきま

した。 

 次の３ページでございます。一番上の９は、ハラ

スメント防止対策に関する啓発ということで、これ

を追加させていただいております。 

 それと、１０番で、市職員管理職、課長級以上に

占める女性の割合について、これについても議会説

明のときにご意見として、まず自らやっぱり市役所

から率先して取り組むべきだというご意見をたく

さんいただきましたんで、これについては、詳しい

また、ご質問いただきましたら、成田部長がお答え

するかも分かりませんけど、これについては、５年

後の目標値っていうのを２０％として、後期では、

１０年後については３０％、旧のほうでは目標値を

現状１０．３から１１％にしておったんですけど、

これを２０％、５年後、それと１０年後には３０％

という目標数値に、これは改めました。 



 15

 今度、１１番では、ＤＶ相談支援体制の充実とい

うものを、これ追加で加えております。その関連で、

１２番は、中学校の保健体育科等でデートＤＶ、ま

た婚姻関係とかないまま付き合っている男女同士

でのそういうＤＶについて取り上げる学校数を追

加で上げております。その関連で、１３には、０６

－０２－０２として、デートＤＶの防止教育を進め

るということも加えております。 

 ワークイノベーション推進室からは以上でござ

います。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいですか。 

 じゃあ、次に移ります。 

 健康福祉部健康増進課、お願いします。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、議会資料

ナンバー３－１の２０２１年度地方創生の取組概

要の７７ページをお願いします。 

 ハートリーフ推進室の分になりますが、基本的に

事業としては、今までやってるものを継続していく

ということになりますが、次年度ちょっと新たな取

組を考えてますので、その分を説明させていただき

ます。 

 そこにありますナンバー４７で、若者独身者交流

事業になります。目指す将来像ですけども、若者の

手により自然な交流の機会が増えるとしています。

事業目的ですが、カップリングなどを行わない気軽

に交流できる場を設けることにより、若者の交流を

促進し、恋愛機運を高めるとしています。 

 事業の内容としては、婚活事業というのが敷居が

高いと感じておられて、はーとピーなどの事業に参

加されない層をターゲットにして、カップリングを

行わない交流の場を設けることにしています。初め

のうちは、市とか、あとはーとピー企画委員が企画

運営を行いますが、できれば参加者を中心にこの事

業に協力してもらえる方を募集して、いずれはその

方々が中心となって事業が実施できるようになれ

ばと考えています。内容、詳細については、（１）

から（４）に書いてありますのでご確認をお願いし

たいと思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありますか。 

○委員（西田  真） よろしいか。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今説明があったんですけど、

はーとピー企画委員で、後からはもう任せてやって

いただくというような話があったと思うんですけ

ど、どういうような規模といいますか、これ月に１

回程度とか、その辺があるんですけど、ちょっと詳

細に教えていただければと思うんですけども、どれ

ぐらいの委員を選んで、どういうような格好で進め

ていくかということをちょっと教えていただけれ

ばと思います。 

○委員長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 実はまだ、そこまで

具体的なのはないんですが、最初は、市の職員やは

ーとピー企画委員が、内容的にはゲームだとか、要

はお金のかからないようなもので、集まっていただ

いて、そこに参加してもらって、交流を深めてもら

うというイメージでおりまして、あとそれがずっと

軌道に乗ってくれば、そこに参加しておられる方か

ら、１０名とか２０名、２０名はなかなかないかも

分からないですが、１０名ぐらいの中心になっても

らう方ができたら、その方々に今度はこういうこと、

例えばゲームしようかとか、ＤＶＤを見ようかとか、

そういったような事業の内容についても、その方々

で議論してもらって、実施できたらなというふうに

考えているということです。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） それ、今考えられとって、う

まいこといくと思いますか。 

○委員長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 最初はどうしても、

まずうまくいかないかなと思ってますので、最初は

市の職員、うちのハートリーフ推進室やはーとピー

の企画委員で、中心になって、それを回していくと
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いうか、事業をやっていくということを考えていま

す。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） そういう覚悟で、だんだんと

慣らせていくというのは一つの手だと思いますけ

ど、そして、軌道に乗った場合、１０名とか２０名

の方にということがあるんですけど、その辺の予算

的いいますんか、運用資金とか、そういうのはどう

いうふうに考えておられるんですかね。 

○委員長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 一応企画してもらっ

たり、あと幹事的な方になってもらった謝礼として、

５，０００円ぐらいの謝礼を予算化しておりまして、

次年度については、予算については大体会場の借り

上げです。その中でお金のかかるようなことは、基

本的には実費負担、それぞれ参加してもらう方に負

担してもらうというようなことで予算は考えてお

ります。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） ぜひうまくいっていただけれ

ばと思ってますんで、頑張っていただければと思い

ます。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） よろしくお願いします。 

 そのほかございますか。 

 ないようですので、続いて、環境経済部環境経済

課、お願いします。 

 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） それでは、引き続き

まして、３－１のほうの１２ページをご覧ください。

事業ナンバー２番、Ｉターン推進でございます。事

業目的でございますけども、継続の事業となります

けれども、豊岡市を知っていただくということで、

継続的な情報発信を行い、移住の前に必要な情報と

いたしまして、地域の情報や住まい、仕事などの情

報を発信していきたいと思います。 

 具体的には、事業内容欄、（１）でございます。

移住ポータルサイト「飛んでるローカル豊岡」等に

おきまして、情報発信をしていくと。特に市民ライ

ターの方等からリアルな生活の情報なども発信し

ていただいて、豊岡の状況を知っていただくという

ことで継続をしてまいります。 

 続きまして、１５ページご覧ください。事業ナン

バー４でございます。Ｕターン推進となります。こ

ちらも情報発信となりますけれども、先ほどよりも

少しその人個人にマッチした情報ということで、相

談者と継続的にコミュニケーションを図りながら、

Ｕターン推進のための情報発信をしていきます。 

 事業内容欄ですけども、（１）ジョブサポ豊岡と

いうことで、職業関係の情報発信、ジョブナビ豊岡

も、こちらも企業からの情報発信ということになり

ますが、これらを継続してやっていきます。 

 （２）番は、兵庫県北部合同企業説明会の実施と

いうことで、大阪で開催予定をしておりますが、こ

ういったところで、豊岡もしくは但馬の企業の方の

情報を一緒に発信し、移住へつなげていきたいとい

うふうに考えております。 

 続きまして、１６ページの（３）番でございます。

若者応援ブックでございますけども、冊子と電子ブ

ックの魅力で紹介をするということで、２０２０年

度３，０００部を作成しておりますけども、次年度

におきましても、若者向けに紙だけではなくて、ス

マートフォン等で閲覧ができるものを作成をして

まいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、１７ページをご覧ください。事業ナ

ンバー５です。Ｉターン推進でございます。こちら

も豊岡市への移住を検討する人に寄り添い、移住定

住に結びつけるための相談等を行っていきます。 

 事業内容欄でございますけども、引き続きのワン

ストップ窓口の設置、（２）番の移住イベントへの

出展、それから、（３）番はまちのサードプレイス

ということで、移住された後の相談もつなげていく

というようなことで取組をしていきたいと。（４）

番は、民間のサイトにはなりますけども、移住をし

たいという方々が多く登録をしてらっしゃるＳＭ

ＯＵＴというサイトを、これも引き続き活用する中

で、移住定住増につなげていきたいというふうに考

えております。 

 続きまして、１９ページ、事業ナンバー６、定住
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促進でございます。これにつきましては、移住の各

ステージに応じた支援を行うことで、移住促進につ

なげていきたいということで、基本的には継続でご

ざいますけども、新しい支援、補助、２つ考えてお

ります。 

 事業内容欄の（２）番、空き家等を活用した学生

向けシェアハウス整備補助金ということで、新しく

芸術文化観光専門職大学もできますので、学生向け

のシェアハウスを整備される場合、経費の一部を補

助しようということで、県の補助と随伴で考えてお

ります。（３）番のほうのコワーキングスペース開

設支援補助金、こちらにつきましても県との随伴と

いうことになりますけれども、市内でテレワークと

か副業等も含めて、コワーキングスペースを新たに

開設する事業者等に対し、経費の一部を補助しよう

ということで考えております。 

 続きまして、２１ページをご覧ください。事業ナ

ンバー７番です。ＩＴ企業誘致推進でございます。

若い方や女性の方が働きやすい職場となることが

期待されるＩＴ企業を引き続き誘致を進めていき

たいと。誘致をするに当たりまして、コロナ禍でも

ありまして、地方にサテライトオフィス等の開設を

検討していらっしゃる事業者をターゲットに、そう

いったマッチングイベントへ参加することによっ

て、そのターゲット企業との接触を図り、そちらか

ら豊岡への展開を結びつけていきたいというふう

に考えております。 

 続きまして、２５ページをご覧ください。事業ナ

ンバー９です。内発型産業育成ということで、成長

を目指す企業、創業に取り組む若者や女性の方を支

援していきたいということで、継続ではございます

けれども、２６ページの（２）番の補助制度の欄に

なります。アとしまして、豊岡市創業支援補助金に

つきましては、従来どおり今申し上げましたとおり、

若者、女性の方等のスタートアップに要する経費の

一部を支援する。イの豊岡市ステップアップ支援補

助金でございますけども、これも従前から設けさせ

ていただいておりますが、少し内容を拡充といいま

すか、下段のほうになりますけども、表的には。今

まで上限が１５０万円のみでございましたけども、

少し下限を設けることと、上限を２００万円にする

ということで、支援のほうの充実を図っていきたい

というふうに考えております。 

 続きまして、飛びまして、３１ページです。事業

ナンバー１４でございます。豊岡鞄・豊岡財布技術

向上支援、豊岡鞄ブランドＰＲ推進ということでご

ざいます。基本的には継続となります。 

 事業内容欄でございますけども、それぞれかばん

産業を強化することによって、豊岡の強みを生かし

ていき、稼ぐ力を高めていくというために補助等を

させていただこうというふうに考えております。事

業内容欄の（１）番のほうでは、アルチザン財布専

科ということで、財布スクールのほうに対しまして

支援をしていきたい、立ち上がりの２年間というこ

とで、今年度が２年目となりますので、最終の支援

というふうに考えております。（２）は、豊岡鞄ブ

ランドＰＲ推進事業につきましては、東京等での展

示会等を含め、戦略的なウェブ広告等も事業継続に

対して支援をさせていただくというものでござい

ます。 

 飛びまして、６６ページをご覧ください。事業ナ

ンバー３９です。おっとろっしゃ！とよおかのもの

づくりということで、豊岡市工業会への支援という

ふうな形になりますけども、子供たち、特に低学年

を対象にものづくりのための体験をし、ものづくり

の興味を持ってもらうというふうなところでの事

業展開を継続してやってまいりたいというふうに

考えております。 

 続きまして、６８ページです。事業ナンバー４０

です。高校生コミュニケーション教育等支援でござ

います。継続となっておりますけども、学校内、学

校外を通じまして、高校生の皆さんに地域でのいろ

んな取組に参加していただいたり、自分たちで企画

から関わっていただくこと、また音楽等を題材にし、

豊岡市で本物のミュージシャンとかに関わりなが

ら、自分たちも企画を練り上げていくみたいなとこ

ろから成功体験を積んでいただき、自分も参加意識

を深めるとともに地元への愛着を深めていただき、
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将来的な移住定住に結びつけていきたいというよ

うな思いから、継続してこの事業を取り組みたいと

いうふうに思っております。 

 続きまして、資料３－２のほうの１９ページをご

覧ください。事業ナンバー１６でございます。地域

おこし協力隊の推進でございます。こちらも継続と

なりますけれども、その他の事項覧をご覧いただき

たいと思いますけども、２０２０年度現役隊員３５

名ということで、多くの隊員に継続をしていただい

ております。またさらに、（２）番で第１回目とは

なりますけども、新たに９職種１０名の追加の募集

も予定をしておりますので、この隊員の皆様方の活

動費等ということで予算を計上しております。引き

続き、効果的に地域おこし協力隊の募集、委嘱をし

ながら、地域活動の改善等に結びつけていきたいと

いうふうに考えております。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） 説明が終わりました。 

 質疑はありますか。 

○委員（西田  真） よろしいか。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今、一番最後の地域おこし協

力隊の関係なんですけど、どれぐらい協力隊が来ら

れて、どれぐらい定住されているか、その辺ちょっ

とお知らせいただければと思います。まずそれをお

聞かせください。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（西田  真） 資料があったら、そのページ

数を言ってもらったらよろしいけど。 

○委員長（田中藤一郎） 何か報告はありましたよね。 

 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 委嘱は５０名以上、

今定住をしておられる方は卒業後３年間の委嘱期

間を満了された方が１１名は定住をされていらっ

しゃいます。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） その今、１１名という定住な

んですけど、それはいつからの、最初からの定住が

１１名ということですか。そんなことじゃないでし

ょう、全然。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 最初の方からとなり

ます。２０１４年度から地域おこし協力隊は始まっ

てきておりますので、その１４年度の満期の方から

含めて１１名というふうになっています。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） いや、私はもっと定住されと

る方は多いというふうに認識をしていたんですけ

ど、そんなもんなんですかね。それが正確な数字な

んですね。 

○委員長（田中藤一郎） また正確な報告をしてもら

ったほうがよろしい。 

 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 現役の隊員は除いて、

今まで委嘱をされた方で、３年間の任期を終えられ

て、豊岡市に今も定住をしていらっしゃる方は、先

ほど申し上げました１１名ということになります。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） えらく少ないように感じまし

た。実際にその数字が正解なんでしょうけど、えら

い少ないなと思ったりしております。それぞれ協力

隊で地域に残っていろいろと開業とか、そんなんさ

れとる人もおられますんで、そういうことを聞いて

ましたんで、えらい少ないなと思ったりして、私は

もっと多いかなと思ったりしておりました。 

 そして、かばんのほうですけどね、小物のかばん

や何かされとるんですけど、その辺の財布でしたか

ね、小物の財布、そして豊岡鞄の認知度といいます

んかいね、その辺はどれぐらい上がっているのか、

販売金額として、大体のところでよろしいんですけ

ど、その成果が出とるかどうかをちょっとお聞きし

たいと思いますんで、よろしくお願いします。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） カバン アルチザン

の売上げで申し上げますと、２０１４年が５，９７

２万６，０００円であったものが、２０２０年には

９，８６６万１，０００円というふうなことで増え

てきておりますし、財布につきましても、まだ始ま
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って年数が浅いというところではありますけども、

具体な金額は今申し訳ありません、ちょっと持って

おりませんけども、増えてきておりますし、お客様

についても、特にアルチザンなんかで財布を出して

おりますので、人気で購入をしていただいてるとい

う状況は聞いております。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） そうやって、革製品ね、特に

小物、そういうやつはぜひ強みとして、豊岡鞄とし

てもやっていただきたいと思っておりますし、豊岡

鞄で革製品のかばんがちょっと私は少ないように

思ってますんで、その辺ももう少し力を入れてやっ

ていただければなと思ったりしてます。合皮関係は

何かもう一つ使っとってもよさが出ないというよ

うな感じもありますんで、合皮かばんのほうをもう

少し、小物の財布も含めて、その辺を力入れてやっ

ていただきたいと思いますけど、その辺の革製品の

拡大いいますんかいね、その辺はどういうふうに思

っておられるのかお知らせいただければと思いま

す。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） おっしゃいますとお

り、いろんな趣向の方もいらっしゃるかと思います

が、その辺はやっぱりよりよいものをお出しし、利

用者の方が好んで使っていただけるようなものと

いうことで、革について、そういったご意見を頂戴

しましたということは伝えていきたいというふう

に思っております。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） ぜひそのようによろしくお願

いしたいと思います。 

 ちょっと何か聞きたいことがあったんですけど、

ページ数がでてきませんので、取りあえず以上で。 

○委員長（田中藤一郎） そのほかございますか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 移住定住でちょっとお尋ねし

たいんですけども、どうなんでしょうね、たくさん

問合せがあるというふうには聞いてるんですけど

も、実際定住につながる物件だとか、需要と供給の

バランスというのはどうなんでしょう、合ってるの

かどうか、その辺の課題というのは何か見つけられ

たのか、その辺はいかがなんでしょうかね。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 移住の相談件数につ

きましては、２月末でございますけども、５２６件

あったということで、件数だけ見ると年々増加をし

ている傾向がまだ続いてるかと思います。その中に

あって、物件、お住まいになるほうの物件でござい

ますけども、市が押さえているといいますのは、先

ほどもありました「飛んでるローカル豊岡」に掲載

をさせていただいてる物件になります。借りていた

だく、またはご購入いただくというふうな二手を掲

載しておりますけれども、どうしても借りられたい

っていう物件が多いというふうに聞いております

が、いざ借りようとすると間取りが合わなかったり

というふうなことで、ちょっとご遠慮なさるという

のも聞いております。ですので、何軒あったら足り

るかというのは、なかなか本人様の好みに合うもの

がなければ幾らあっても足らないんですけども、や

はり物件が少ないよりはあったほうがよいという

ふうな思いもありますので、引き続き「飛んでるロ

ーカル豊岡」には掲載なり進めるように努めていき

たいというふうに考えております。 

 一部、支援のほうでも、持ち主の方が、飛んでる

ローカルに掲載をするということを条件に清掃費

の一部を支援とかもさせていただいてはおります

が、その辺も含めて、状況を見ながらまた考えてい

きたいと思います。 

○委員長（田中藤一郎） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それだけの問合せといいます

かね、コロナ禍であって、非常に重要といいますか、

問合せの件数が増えてるということを見ますと、や

はりそれだけ物を探しておられるというのが実態

だと思うんですね。ですから、今各地で問題になっ

ている空き家等も非常にたくさん増えてるという

部分がありますので、やはり空き家をいかに有効活

用していくか、利用者に提供できるようなシステム

づくりといいますか、そういう部分をやはり一度し



 20

っかりと議論をされて、提供できる物件をたくさん

造られていくほうが選択肢も増えてくるんじゃな

いかなという思いを常々しておるんです。その辺は

いかがですか。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 議員おっしゃるとお

り、いろんな物件があるほうが、選ばれるほうも当

然ヒットするものが増える可能性はございますの

で、引き続き所有者の方のご理解を得ながら物件増

に努めていくようなことを考えていきたいと思い

ます。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 例えば空き家調査なんかをさ

れた経過もあるわけですけども、地域との連携をい

かにうまくするかということだと思うんですね、地

区、自治体、一番末端にある自治区、その辺の連絡

体制、例えば空き家が出たよとか、こんなんが出ま

したよというふうな情報を集約するようなシステ

ムづくりといいますか、そういうものもやっぱり考

えていただいたら、物が悪くなるまでに有効活用が

できるかなという思いがいたします。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） ほか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっと関連なんですけど、

空き家バンクの集計とか、その辺はどういう状況下

にあるんでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 市全体のということ

でしょうか。 

○委員（西田  真） そうです。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 環境経済課で確認が

できているのは、今の飛んでるローカルに載せても

いいよという物件のみですので、一般的に危険空き

家になる前の空き家ですとか、そういったもの全て

を網羅して把握しているということはございませ

ん。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今、改造してでも住めるよう

な空き家という、空き家バンクの数はどれぐらいあ

るんでしょうかね。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 具体的な数字につき

ましては申し訳ございません。後ほど確認をし、今

の飛んでるローカルの掲載物件数、報告をさせてい

ただく程度になろうかと思いますけども。 

○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） 空き家をどういいますんかい

ね、移住とか定住するために補助制度も当然あるわ

けですけど、そういうのを扱って利用される方も当

然あろうかと思っておりますし、その辺が増えてい

ってるんか、また、そうやって移住定住された方が、

いや、やっぱり豊岡は要らんわって、出られる方も

当然あろうかと思いますけど、その辺の移住定住さ

れた方、それからまた移住定住で来られた方ですよ、

それがまた出られた方とか、その辺の把握はどうい

うふうにつかんでおられるんか、総数が分かれば教

えてください。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） まず、移住のときに、

さっきの「飛んでるローカル豊岡」になりますけれ

ども、改修をして利用された方ということで、参考

数値になりますけれども、２月末現在で２３件とい

うことで、前年度が１３件でしたので、増えている

ということにはなろうかと思います。それと、移住

をされた方が出ていかれたケースはということで、

数的なものも押さえているかということでござい

ます。まず、数につきましては、なかなかそれを押

さえるということができておりませんので、できか

ねるかと思いますのでしておりません。情報といた

しましては、例えば最初は相思相愛で入られたんだ

けれども、何かの食い違いで、残念ながら出て行か

れたというふうなことは確かにあるというのは聞

いてます。それが、いろんな理由があって、例えば

ごみの問題であったりだとか、何か区費だとか、そ

ういうことが、どっかで食い違ってしまってという

ことは聞いておりますが、その件数までは全部は把

握できておりません。 
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○委員長（田中藤一郎） 西田委員。 

○委員（西田  真） その辺の出られた方の情報と

いいますか、その辺はとても重要なことだと私は思

っとるんです。やはりせっかく豊岡に移住定住され

た方が、何かの形、いろんな問題はあろうかと思い

ますけど、出られたということも情報をつかんでい

ただいて、そういうことの解消にまず努めていただ

いて、豊岡に来られたら、移住定住されたら豊岡に

住み続けていただくようなことを、また制度という

かを含めて考えてやっていただければと思います

ので、よろしくお願いしておきます。以上です。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございます。 

 そのほか。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） ３－１の資料のほうで、２６

ページ。 

 ここで、企業創業支援のことで、これは従来から

こういうふうに書いてある、この中で、女性と若者

に対しての支援をします。若者に関しては４５歳以

下ですというのが書いてありますよね。だから、若

い人でやろうという人でも、４５歳以下じゃないと

いけないよということだと認識してます。だけども、

女性は何歳でもオーケーよというふうな内容だと

思うんだけども、これこそジェンダーギャップちゃ

うん、と思うんだけれども、おかしいんちゃうかっ

て。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） ジェンダーギャップ

の観点から、なかなか難しいご質問かと思います。

豊岡市としては、若者、女性、特に女性の地方創生

については、女性の回帰率が少ないというようなと

ころから、女性に重きを置いた施策の中の一つとい

うことで、このような若者、または女性という縛り

で、若者のほうについては年齢も一応設けるという

ふうなことで、やはりこれがそういったジェンダー

ギャップの大きな問題になるというのは、創設当時

は深くは考えられてなかったのかも分からないと

思います。 

○委員長（田中藤一郎） 関貫委員。 

○委員（関貫久仁郎） そうだろうと思うんだけどな、

やっぱり今度はこういうことの表現をよろしくな

いよという意味があるわけだし、それはやっぱり改

善しておかないと、こっちの立場がなくなるんちゃ

うというかね、だから職安では、今年齢表現何歳ま

でとか書いたらいかんって言うじゃない、男女も書

いたらいかんって言うじゃない、だけども、これは

僕はよくないと思うけど、実際は受け付けたときに

はねられるわね。だから、表現上の整えと実際とは

違うっていったら、僕、嫌なんだけども、今は豊岡

市がこれはあかんと、僕は思うんで、ちょっと気を

つけてほしいなと。 

○委員長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 それでは、ほかにないようですので、以上で所管

事業説明については終わります。 

 この際、当局から何か説明はありますか。 

 ないようです。ここで委員会を暫時休憩します。 

午後４時５８分休憩 

──────────────────── 

午後５時０５分再開 

○委員長（田中藤一郎） それでは、委員会を再開し

ます。  

○環境経済課長（午菴 晴喜） 委員長、すみません。 

○委員長（田中藤一郎） 午菴課長、どうぞ。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 先ほど、議員の質問

の中で「飛んでるローカル豊岡」の掲載物件数、成

約済みも含めて、今載っている物件は１２１件載っ

ております。以上でございます。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 それでは、当局職員の方は退席していただいて結

構です。 

それでは、次第のほうに移りたいと思います。 

 委員会の運営方針についてを議題とします。 

 別紙１として、委員会重点調査事項を添付してお

ります。特にご意見がなければ、前回同様で行きた

いと思います。ご意見がありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 異議がないようですので、

そのように決定しました。 
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 次第４、その他、それでは、特に議題として設け

ておりませんので、何か発言はありますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次第５、ないようですので、以上をも

ちまして委員会を閉会いたします。お疲れさまでし

た。 

午後５時０６分閉会 

──────────────────── 

 


