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「令和２年度たじま夢フェスタ」ワークショップにおける意見 

 

A 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

(セッション２) 

・世界に誇れる但馬の環境と文化を発信し

よう！ 

・自然とアートの融合 但馬 

 

・魅力溢れる但馬 豊かさに自信あり 

・誰もが幸せに暮らす 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

(セッション１) 

① 

・ジオパークと国立公園を活かした生活が

できている(自然遺産) 

・世界中から但馬に自然体験 

・今ある資源が全国、世界が羨むものに 

①② 

・経済と環境と文化がうまくかみ合ってい

る 

・漂着ゴミ等が減少するシステムができて

いる 

・田畑を誰かに利用して欲しい 

② 

・誰もが楽しめる但馬になっている 

・オンラインでたくさんの人と繋がる 

・交流人口が増加して地域住民と仲良くし

ている 

・Uターン、Iターンが増加し、定住が始ま

っている 

 

②④ 

・孫と一緒に浜遊びや釣りができる 

③ 

・多文化を受け入れる但馬 

・「やさしい日本語」の普及 

・働きたいと思える仕事が多くある 

④ 

・子どもたちが生き生きする但馬 

・但馬にいながら世界と Discussion 教育 

④⑤ 

・地区の人口を増やして欲しい 

⑤ 

・但馬に一ヶ所だけ、都会に行かなくても

よい総合病院を作って欲しい 

・交通環境が良くなり、自由に往来できる 

・バス、電車等の運転が自動 

・高齢者の通院の足を無料に 

・オンラインお医者さん 

 

 

 

 

セッション１における５つの方向性 

①豊かな自然など但馬らしさの継承と世界の中で輝く新たな魅力の創造 

②垣根を越えた新たな人との交流・繋がりの実現 

③多様性を認め、誰もが活躍し、夢の実現に向けチャレンジできる地域 

④子どもたちが活き活き育ち暮らす地域 

⑤暮らしやすい生活環境の充実 
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B 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・孫と一緒に仕事ができる 

・たのしい 

 じまんできる  但馬 

 まねできない 

・ナチュラル但馬 

・国際田舎(カントリー)たじま 

・アートフル但馬 

 

・自信と誇りを持った但馬国の復活 

・仕事は自由！但馬 

 ～ワーケーションも副業も～ 

・エンディングのまち 

・スーパー高齢者(100 歳以上)がわくわく

する但馬 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・自然、産物ではなく文化(芸術、文化、観

光)でワクワクできる 

・地域に根付いた文化芸術を大切に、新し

いことを進めながら両立 

・歴史遺産を活かす 

・世界へ輸出できる産物をつくる(ブラン

ド化) 

・アジア(世界)の富裕層が来る 

・楽しい自給自足 

・日本に名前がとどろく但馬 

・世界から注目される但馬 

・毎日ちょっとしたキャンプ 

・自然を活かして有機農業のメッカに 

② 

・但馬空港を延長、国際空港に 

・ワーケーションの拠点化 

・インターネットを活用して但馬を発信 

・但馬国復活計画 

・若者が集まりやすい場所が多い 

・大人の教育、生涯教育 

・バーチャル旅行 

・リアル体験の価値 

 

②③ 

・移住者が長年生活していける商業の発展 

③ 

・一人一人が色々な役ができる 

・都市と農村の交流人口を増やす 

・副業しやすい 

・起業しやすいまちづくり 

④ 

・都会のこもっている人が但馬で学習 

・教育のレベルが高くて人が集まる 

・住人が地域にもっと自信を持つ 

・田舎の素晴らしさをどんどんアピール 

⑤ 

・メタンハイドレードやバイオマスの普及 

・林業がちゃんと回る 

・エンディングノートの義務化 

・温泉の農業への活用 

・自動車の自動運転特区 

・移動しやすい交通 

・危機に強いまちづくり 

・自転車、徒歩のための道の整備 

・但馬通貨をつくる 

・エネルギーの自給自足 
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C 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・新たな発見を但馬と共に 

・自然、人、地域が創るまち 

 

・感謝と喜びを感じる 

・縦と横がつながり愛生きる但馬 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・但馬の特産品をもっと PR 

・自然を大切に(壊すではなく維持) 

・親子で自然を楽しめる 

・自然の摂理、命の流れを知っている 

①② 

・SDGs の実現 

② 

・外国人が住みやすいまち 

・外国人が職人になる 

・皆仲良く協力的であるだけで◎ 

・大人が夢を持っていて語ることができる 

・色々な言葉が飛び交う但馬 

・歴史、文化、自然等、但馬のことを知って

いる 

・但馬で生まれた意味、誇りを持っている 

・日本人としての誇りを持っている 

③ 

・他人事ではなく自分事に 

・批判ではなく認め合う社会に 

・若者が起業しやすく 

・農業を通じた観光と教育の場づくり 

 

④ 

・子どもに自然と触れ合う体験 

・一人一人が命の意味を知っている 

・一人一人が自分の人生、命に責任を持っ

ている 

・生きる力を育てた、心の強い子どもを育

てて欲しい 

・平均化するのではなく、個性と協力がで

きる環境づくり 

・子どもが増えている 

・命の教育、人権教育の充実 

⑤ 

・AI でより良いデジタル化 

・カーボンニュートラル、再生可能エネル

ギーのまちづくり 

・鉄道インフラが発達 

・負の財産ばかりを気にするのではなく、

与えられた環境でどう生きるのかを考え

て欲しい。 

・ゴミのないまち、出にくいまち 

・ゴミが循環する社会 

・産みたいときに産みたいように産める 
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D 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・美しい風景、温かい人に出会える但馬 

・世界にはばたけ但馬 

・幸せを渡し合う但馬 

・未来を創る人が活き活きと暮らす但馬 

 

・あったかいな但馬 

・美味しい但馬 

・燃え続ける但馬 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・美しい自然が維持されている 

・“但馬ウッド”映画産業の拠点に 

・但馬人は但馬通貨で生活できる 

・30 年後も正しい日本舞踊を続けている人

がいてほしい 

② 

・但馬と世界の交流が日常 

・世界中から人が集まる 

②③ 

・お年寄りがゆったり暮らせるまちになっ

ていて欲しい 

②④⑤ 

・但馬の人口が今より多くなって欲しい 

・生活拠点を３つは持てる構える 

②⑤ 

・政治貧困是正 

③ 

・但馬間格差がない(交通、医療、教育、文

化、賃金) 

 

④ 

・地域で子どもが遊ぶ 

・ふるさとへの想いが強い教育ができてい

る 

・若者が Uターンしたいと思う 

・子ども達の声がにぎやかに聞こえるまち 

・最先端オンライン教育のある自然学校 

⑤ 

・交通弱者が皆無 

・移動手段の確保 

・食糧自給、エネルギー自給日本一の但馬 

・１カ所に学校、病院等がある町をつくる 

・美しい山にお墓をいっぱい作って欲しい 

・県庁を但馬に 

・山陰新幹線ができる 
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E 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・夢叶う 

・人と人とが融和する地域但馬 

・感動する 

・世界に誇れる特徴を持つ都市 

・人が活きる 

・未来をめざす但馬 

 

・Be moved 

・感動が生まれる但馬 

・心が動く踊る 

・夢託し、世界に誇れる但馬の継承 

・オリジン但馬 

・夢が語れる但馬 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・住む人が但馬の魅力を話すことができる 

・地域の歴史遺産の活用で活性化 

・伊勢や出雲より神代、古代からすごいと

ころ 

・但馬の魅力を知識として身につけ語れる 

② 

・豊岡に縁の無い人との多くの交流 

・近所の人と集まり何かをする機会 

・地域の行事の伝承 

・子どもの減少で大人の参加、交流 

・より良いまちづくりの話し合いの機会を

設ける 

・子ども達に日本の伝統文化(日本舞踊等)

を観る機会をつくる 

・都会の豊かさの意識改革、スローライフ 

・趣味の発表の場がたくさんあるとよい 

・朝の散歩を兼ねて通学の見守り隊 

・父母が働いていて忙しいので、近所のお

じいちゃん、おばあちゃんが活躍 

③ 

・感受性を持つ 

・外国の人も住みやすい 

・夢を持てるまち 

 

・但馬にいても夢が叶えられる 

・産業の興り、歴史を知る 

・生きるための修学旅行研修 

・漁業、農業の先進地 

・インバウンドの受け入れ 

・植林等人と自然と共に暮らす 

④ 

・自然の中でいろいろなことを体験できる 

・地域の人達が自分達の地域に自信と誇り

を持てる 

・英語等母国語以外で話ができる 

・子ども達が外で遊ぶ、近所付き合いがし

たい 

・近所の子ども達が気軽に集まって遊べる

公園のような場所がある 

・隣組単位の行事、老若男女問わず 

⑤ 

・AI を利用した防災 

・様々な便利なツールの発達 

・高齢者への配慮のあるまちの整備 

・在宅しながら診療、高齢者に優しい 

・鉱石ジオのフィールドワーク大学 

・災害に強い 

・昔の生活の仕方がよい 
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F 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・誰もが安心安全で楽しむ但馬 

・老いも若きも役割を持った、想像力ある

但馬 

・但馬の人柄、自然、伝統を活かした活力

あるおもてなし 

 

・地域で自活できるまち 

・全世代が自慢できる魅力あるまち 

・自然に輝き、丁寧に暮らせるみんなのふ

るさと但馬 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・豊かな自然で楽しむ 

・温暖化から但馬の自然を守り続ける 

・自分の住む土地の成り立ちを皆が知って

いる 

・40 年続けると地域らしさや繋がりができ

る 

・昔からの祭りを大人も子どもも楽しんで

いる 

・古い文化、建物を次世代も活用、継承し

ている 

①④ 

・森、川、海で自由に遊ぶ子ども達 

② 

・空き家の活用、定住、ショートステイ 

・みんなが家族のような地域づくり 

・農地の荒廃→交流人口で協力隊、自然体

験型 

・但馬の一週間楽しめるモデルコースが整

備されている 

・移住者と住民の溝解消、交流の場 

・但馬人の心の優しさを活かし、人間力を

高める学習 

②③ 

・移住者と地元にずっと住む人が交流し

て、溝がなくなるまちになる 

・世代を越えて交流できる機会がある 

③ 

・海外から移住してきた方も心地よく暮ら

せる 

・自分の想いを気兼ねなく発表できる 

・誰もが楽しめる但馬 

・一回外の世界を経験できる制度がある 

・はじまりの地但馬 

④ 

・大人も子どももボードゲームを楽しんで

いる 

・他者や大人とふれ合う機会がある 

・子どもへの投資 

・ゲームをコミュニケーションツールとし

て活用し、交流する 

・子どもの放課後の居場所がある(学校や

塾以外) 

・好きなことを学べる 

⑤ 

・安心安全に生き続ける社会 

・地域で安全に楽しむ但馬 

・食べたいものができたてで食べられる 

・ゴミの不法処分のない社会 

・仕事のある社会 

・いろんな世代が楽しめる居場所がある 

・車に乗れない人も不自由しない仕組みが

ある 

・移動に時間がかからないまち 

・自分の行きたい場所へ自力で行ける 
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G 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・但馬は自然を残して人々の交流を発展さ

せる 

・シン・但馬 

・但馬の美しい自然を残しながら「シン・

但馬」をめざす 

 

・日本で一番心豊かな田舎に 

・チョット但馬が変わってきたよ♡ 

・進化し続ける但馬 

・但馬の美 大自然と人間 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・地域の名跡を広めて皆さんに見てもらう 

・企業誘致は無理でも保養所、研修センタ

ー等の誘致をする 

・豊かな美しい但馬の自然絵画を残し、展

示ギャラリーをつくる 

・Wi-Fi が充実し、オンラインが日常生活の

一部に 

・但馬の自然を大いに売り込む 

・様々なスタイルのワーケーションを選べ

る 

・地域但馬の美しさ良さを知ること自然の

風景を見ること 

・もっともっと但馬を知ることで魅力が増

す 

・人口がどのようになっているか心配 

①② 

・脱東京推進地域 

② 

・地域の住みやすさをアピールして、UJI タ

ーンを促進する 

・空き家の活用で人々を呼びたい 

・インバウンドで色々な人が来て文化を知

る 

・世界を視野に日本の絵画ギャラリー 

・都会的な必要なく但馬に向いたお店つく

り 

・行政頼りをなくす 

・行政の向きを外から内へ 

 

③ 

・一人一人のレベル(考え方、想い、意志)

を向上させる 

・文化、芸術で人間の心に豊かさを 

・「ようこそ先輩」の但馬版で頑張っている

人を身近にできる 

・「まとも」な人間の育成 

・障害のある方も外国の方も安心して但馬

に暮らせる 

・外国語が自由に喋れたら生活も変わる 

④ 

・歴史の勉強(神話、昔話等) 

・日本の文化、伝統を小さい時から教えて

いき、国際感覚を持つ 

・週の半分を学校にし、残りは地域学習や

過程での様々な学習 

・子どもにさせる施設をつくる 

・今、10 歳頃の子どもにふるさと教育を楽

しんでもらう 

⑤ 

・移動販売カー、移動図書館の普及 

・次世代カーができ、行きたいところに行

ける、公共交通問題解消 

・住民が地元に関心を持つ 

・一人一人が地域に住んでいることを認識

する 

・地域を知る 
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H 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・大人も子どもも幸せを実感できる但馬 

・住んでよし、食べてよし但馬 

・住んで良かったみんなの但馬 

・住みやすい地域但馬が NO.1 

・みんなの故郷たじま 

・大人も子どももワクワクする但馬 

・いきいきワクワク楽しい但馬 

・みんなの夢があふれだす但馬 

・遊んで仕事して食べて夢いっぱい但馬 

 

・人類の楽園 

・カニスキ、但馬牛、スポーツ大好き但馬

です 

・ここには何でもある 

・豊かさ湧き出るまち但馬 

・但馬の自然と食を満喫しよう 

・但馬の自然、食と人生送ろう 

・善玉コレステロールが増える但馬 

・善玉のかたまり但馬 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・但馬内の山と川は現状で保存 

・自然利用は充実した環境となる 

・但馬の山川利用者が安定している 

・メタンハイドレードの早期実用化 

・CO2を出さない移動手段 

①③④ 

・大学等で但馬を出た若者が帰ってくる 

①②③④⑤ 

・５Gサービス 

② 

・住民発信のコミュニティがもっと増える 

・老人会が活躍しているのでもっと参加者

を募ってはどうか 

・但馬空港から全国に旅行 

・但馬全域の高速道路網の完成 

・大阪、神戸、京都直通の普通電車が走る 

③ 

・多世代の意見が反映できる仕組みづくり 

・子どもの夢を応援してくれる環境 

・認知症になったら家に閉じこもるのみ 

・空き店舗で一日店長制 

・副業しやすく多様な働き方 

 

④ 

・一日小学校単位で大人の見守り 

・若者がたむろするところを健全に 

・新しい形の子ども同士の繋がり 

・月に１，２回定めて若者の集い 

・小学生も中学生も遊び場が欲しい 

・若者が定着する仕事 

・地域で身近に遊べるところが少ない 

⑤ 

・バスのエコ化(大型→小型) 

・交通弱者の簡易な交通サービス 

・自家用車がなくても楽に移動できる 

・ウーバーイーツのようなサービス 

・但馬内外のおいしいものが、簡単に手に

入る 

・地元の食材を手軽に手に入れる 

・皆が体力を維持 

・健康寿命の長期化 
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I 班 

めざすべき但馬の将来像～キャッチフレーズ～ 

・時空を超えたつながり 

・つながる但馬 

・但馬の夢、くらしのなかに 

 

・進化する御食国（みけつくに）ひょうご 

・但馬の暮らしが懐かしい未来になる 

・但馬が癒やしのワンダーランド 

５つの方向性でイメージできる暮らし 

① 

・但馬の耕作放棄地の有効利用、安全安心

な野菜作りを 

・個人企業＆マイクロカンパニーが沢山 

出来て国内外に向けて但馬の魅力を活発

に アピールし稼げている 

・但馬の耕作放棄地の有効利用、安全安心

な野菜作りを家族単位でも、出来るよう

にするなど、農地の貸し出しが可能なよ

うな「日曜家族農家」など実践できれば

と 

③ 

・性差、年齢、移住者等の属性に囚われず、

発言できる場がある 

・豊岡に専門職大学が開学しましたが多様

性のある方が集まってきているのではな

いか？こうした人たちとの交流なども・・ 

・楽しく生き甲斐を持って、働ける企業が

たくさん出来ている 

・ボランティア？と経済活動の融合 

 

④ 

・小学校４年生＆中学校２年生は外国の家

庭に一年間の留学 

・ゲームと自然を二項対立ではなく、どち

らもうまく活用 

⑤ 

・２４時間経営のコンビニや宅配サービス

の充実 

 


