
第７回木津川市総合計画審議会 

会 議 次 第 
 

開催日時：平成２０年７月１５日(火) 

     午後１時３０分から 

場  所：木津川市役所第２会議室 
 

 

 

１．開  会 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

３．議  事 

 （１）確認事項 

     前回の意見について 

 

（２）審議事項 

    ①基本計画（たたき台）第６章、第 7 章について 

 

    ②数値目標の設定方針について 

 

③基本構想の懸案事項及び基本計画（たたき台:第 1章～第 5章）の修正について 

 

 

４．その他 

 （１）次回審議会開催日程について 

 

 （２）その他 

 

 

５．閉  会 

  



第７回木津川市総合計画審議会 

配布資料一覧 

 

１．第 6 回総合計画審議会における主な意見等について    資料１ 

 

 

 

２．数値目標の設定について 資料２ 

 

 

 

３．第 5回、第 6 回総合計画審議会の意見に基づく基本計画（たたき台）修正素案について

 資料３ 

 

 

 

４．基本構想素案の修正素案について 資料４ 

 

 

 

５．第 6 回審議会経過要旨 資料５ 

  



1 
 

第６回総合計画審議会における主な意見等について 

 

第３章「誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造」に関する意見等 

 （１）安心・安全、快適なまちづくり 

   ①交通事故防止のため、中央分離帯等における街路樹の適正管理に努める必要がある。 

   

 （２）ともに支えあう地域福祉の充実 

   ①地方分権改革推進委員会より５月に一次勧告があったが、特に地域福祉に関して実

務的に対応すべき事務について、整理しておく必要があるのではないか。 

   ②救急医療、防災について、府県界をまたいでの協力・応援等の取組はないのか。 

   ③山城病院に併設された老人介護保健施設の記述について、追加する必要がある。 

   ③木津川市の現状にもよるが、自殺防止について、社会問題化していることから、何

らかの記述をすることができないか。 

 

 

 

第４章「豊かな心を育む教育・文化の創造」に関する意見等  

（１）子どもを安心して産み健やかに育てる環境づくり 

   ①子育て No１を目指すのであれば、保育園運営や子育て支援などの施策が他にないの

か。表現についても、魅力的なものにすべきである。 

   ②放課後児童プランと児童クラブの取組について、統合はしないのか。 

   ③市の独自施策である、小学校のガードマン配置について主な事業に記述しないのか。 

 

（２）一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携 

  ①地域の特徴を活かした教育内容の充実に関し、施策の基本方針とタイトルの整合性

について、考慮してはどうか。 

 

（３）生涯にわたる学習機会の充実 

①公民館活動の充実について、施設環境の充実が強調されている印象があるが、生涯

学習活動や人と人のネットワークづくりなどの取組についても充実することが必要で

ある。 

   ②ボランティア等の人材育成について充実させる必要がある。 

ボランティアについては、幼少期（小学校時期）からの関わりや教育が大切である。 

 

資 料 - 1
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第５章「連携を強め地域を支えるネットワークの創造」に関する意見等 

（１）道路交通ネットワークの整備・充実 

  ①地域内生活道路網の整備の記述について、広域、地域間の道路整備の表現と比較し、

どのような視点で整備を進めるのか分かりにくい。 

  ②公共交通とまちづくりについての将来ビジョン・方向性が伝わってこない。 

 

 （２）水・緑・歴史のネットワークの形成 

  ①木津川の水辺環境整備について、点としての整備でなく散策道整備等の方向性につい

ても記述できないか。 

  ②旧伊賀街道の歴史性についての記述も必要でないか。 

 

 （３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 

  ①JR 木津駅東側の市街地整備については、今後の課題であると考えるが、具体的な計画

の際には道路網など都市計画との調整を十分に行ってもらいたい。 

  ②木津北地区、木津東地区について、具体的な土地利用の検討を進める必要があること

から、自然環境との共生による土地利用を図るなど、今後の土地利用の方向性について

記述できないか。 

 

 

審議会後に頂いた意見等（今回の審議会での審議範囲、前回資料再掲） 

（１）環境を守り、自然と調和した都市の創造について（意見要旨） 

  ①タイトルについて 

   「環境を守り、自然と共生した持続可能な都市の創造」、又は「環境面からも健全で持

続可能な都市の創造」としてはどうか。 

  ②課題と展望について 

   課題について、地球環境の保全の必要性と循環型・省資源型社会の必要性の 2 項目に

分けて記述してはどうか。 

   展望について、自然環境や生物多様性の保全、環境権の保障、省資源・省エネルギー

など地球環境に配慮した普及促進等を追加してはどうか。 

  ③施策の展開について 

   ・環境マネジメントシステムの考え方に基づく施策を追加してはどうか。 

   ・環境教育において、環境保全活動等の実施団体のネットワーク化と人材育成・支援

を追加してはどうか。 

             以  上。   



第7回木津川市総合計画審議会 数値目標の設定について
資料－２

基 本 構 想

まちの将来像とまちづくりの基本方針

基 本 計 画
市民ニーズ
の把握

見直し・改善

まちの将来像を実現するための政策・施策の方針

実 施 計 画

具体の事務事業の選択、手段の設定

財政見通し・予算配分

インプット1 アウトプット1

アウトカム 市民の満足

事務事業の実施

アウトカム 市民の満足

インプット2 アウトプット2

資 （ 算 人材等） 政策の成果
市民満足度を成果指標により評価し、事務

事業実施の有効性・見直し検討に活用し、基
本構想に掲げるまちの実現を目指す。

資源（予算、人材等）
の投入

サービスの供給・事業
の活動量

事務事業評価・実施状況の数値化 基本計画に規定する成果指標（数値目標）
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8 まちづくりの成果指標

 

（１）成果指標とは 

成果指標の設定は，効率的で効果的な市政の実現を目指すとともに，市政の

透明性を高め，その内容を市民のみなさんにわかりやすく説明するための手段

のひとつです。 

成果指標による評価は、 PDCA サイクルの（Check）の部分に該当します。  

成果指標を活用し、施策の改善や見直しを行います。（基本構想の「５，行

政経営の方針」を参照） 

 

（２）成果指標を設定する目的 

成果指標を設定する目的としては，主に、以下の３点があげられます。 

○施策の目的や到達点について市民のみなさんの理解向上 

・施策の目的や到達点を数値化することで、市民のみなさんにわかりやす

く伝えます。 

○施策の進捗状況の把握・点検とそれに基づく改善 

・施策について、その時々の到達点を客観的に把握・点検するとともにそ

の結果に基づき改善していきます。 

○職員の能力向上と質の高い市政の運営 

・施策の継続的な評価とその結果による改善を繰り返すことによって職員

の政策形成能力を高め，より質の高い市政の運営を目指します。 

 

（３）成果指標の設定方法 

基本構想に定める「まちづくりの重点戦略」について、６つの項目ごとの進

捗と成果に関する評価指標を設定するとともに、総合計画の目標年次における

数値目標を定めます。 

具体の成果指標の項目は、施策の目的・目標を端的に表し、市民のみなさん

にわかりやすいもの、継続的にデータを収集できるものとします。 
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（５）成果指標と目標数値 
 ～木津川市総合計画の進捗を測る３０の成果指標と目標数値～ 
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第 5回、第 6回総合計画審議会の意見に基づく基本計画（たたき台）修正素案について 

●第１章「個性を活かした魅力ある地域文化の創造」の修正について 

（１）歴史文化の保全・継承 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①歴史と文化について強調されている
が、木津川、水辺、里山等の自然環境の
良さも地域文化を創造する上で大きな要
素である。 

課題、展望、施策の基本方針に文言追加。 課題 
また、自然環境的景観に加えて、地域における人々の生活・

産業や風土により形成された文化的景観の重要性が増してき
ています。 

木津町、加茂町、山城町が育ててきた伝統・文化が融合した
新たな地域文化を創造することが求められています。 

 
展望 
  大切な文化・伝統や景観を見つめ直して地域の良さを再発見

し、地域への愛着や誇りを育て個性を活かしたまちづくりを進
めます。 

課題 
また、木津川や里山等から構成される自然環境的景観に加え

て、地域における人々の生活・産業や風土により形成された文
化的景観の重要性が増してきています。 

木津町、加茂町、山城町が守り、育ててきた自然と伝統・文
化が融合した新たな地域文化を創造することが求められていま
す。 
 

展望 
  豊かな自然環境と一体となった文化・伝統や景観を見つめ直

して地域の良さを再発見し、地域への愛着や誇りを育て個性を
活かしたまちづくりを進めます。 

②自然と文化は切り離すことができない
ものである。渾然一体となって、現在の
生活に息づいている。 

同上。 

③歴史の杜ゾーンの保全と活用の部分に
ついて、将来都市構造図では歴史の杜ゾ
ーンとして３箇所が示されているが、施
策としては、当尾地域における施策のみ
となっている。 

「歴史の杜ゾーンの保全と活用」の細分
類を削除し、「歴史文化の保全・継承」に
内容を記述。 
 なお、「歴史文化の保全・継承」のタイ
トルについて「歴史文化の保全・継承・
活用」に改める。 

（１）歴史文化の保全・継承 
①歴史文化の保全・活用 
◆施策の基本方針 

木津川市には、史跡、遺跡、神社仏閣、伝統的祭りなど有形
無形の歴史的文化的遺産が豊富にあり、伝統的な街並みや農山
村集落等も数多く残っています。これらは木津川市のかけがえ
のない財産であり市の魅力を高める重要な要素となっていま
す。 

この貴重な歴史的文化的遺産を大切に保存し、次世代に継承
するとともに、これらを活用した木津川市の魅力をさらに高め
るまちづくりの取り組みを進めます。 
◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○歴史的文化的遺産の保全と活用 
・史跡高麗寺跡・椿井大塚山古墳等の歴史的文化的遺産の保

全を図るとともに、それらを活かした周辺環境の整備を進
めます。 

・伝統的な祭り等についても、地域に根づいた貴重な文化と
して、その保全・継承の支援に努めます。 

【主な事業等】 
・史跡等の整備 
・遺跡発掘調査 
・伝統的行催事の保存支援 

②歴史の杜ゾーンの保全・活用 
◆施策の基本方針 

恭仁宮跡や当尾地域は、良好な自然環境及び歴史的文化的
遺産が調和した環境を形成しており、木津川市の重要な魅力
的要素の一つです。 

これらについて、次世代にわたり継承していくため、保全を
図るとともに、観光や憩いの空間としての活用を図ります。 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 
○歴史の杜の環境整備 
・恭仁宮跡の公有地化を推進し、地域住民の憩いの場・観光ス

ポットとして周辺環境の整備を推進します。 
・当尾地域の豊かな自然や浄瑠璃寺、岩船寺、石仏群等を活用

し、環境学習やレクリエーション空間としての整備や散策コ
ースとしての快適な散策環境の整備を進めます。 

【主な事業等】 
・文化財の公開・管理 
・史跡等の公有地化 
・当尾地域の歴史的文化的遺産を活用した散策環境づくりの検討 

（１）歴史文化の保全・活用 
 
◆施策の基本方針 

木津川市には、豊かな自然環境と調和した史跡、遺跡、神社
仏閣、伝統的祭りなど有形無形の歴史的文化的遺産が豊富にあ
り、伝統的な街並みや農山村集落等も数多く残っています。こ
れらは木津川市のかけがえのない財産であり市の魅力を高める
重要な要素となっています。 

この貴重な歴史的文化的遺産を大切に保存し、次世代に継承
するとともに、これらを観光や憩いの空間としての活用を図り、
木津川市の魅力をさらに高めるまちづくりの取り組みを進めま
す。 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 
○歴史的文化的遺産の保全と活用 
・恭仁宮跡の公有地化を推進し、地域住民の憩いの場・観光ス

ポットとして周辺環境の整備を推進します。 
・史跡高麗寺跡・椿井大塚山古墳等の歴史的文化的遺産の保

全を図るとともに、それらを活かした周辺環境の整備を進
めます。 

・当尾地域の豊かな自然や浄瑠璃寺、岩船寺、石仏群等を活用
し、環境学習やレクリエーション空間としての整備や散策コ
ースとしての快適な散策環境の整備を進めます。 

・古墳や史跡をはじめ、近代遺産として関心の高い大仏線等に
ついて、その保全及び活用のための環境整備に努めます。 

・伝統的な祭り等についても、地域に根づいた貴重な文化とし
て、その保全・継承の支援に努めます。 

【主な事業等】 
・史跡等の公有地化・整備 
・遺跡発掘調査 
・文化財の公開・管理 
・当尾地域の歴史的文化的遺産を活用した散策環境づくりの 
検討 

・伝統的行催事の保存支援 

④近代遺産としての大仏線の位置付けと
保全と活用について、中央地区開発との
関係もあると思うが、記述する必要があ
るのではないか。 

 第５章に記述。 
 なお、本章において、関連性を記述。 

資料-3 
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（２）歴史・文化・伝統を背景とした地域文化創造活動の推進の修正について 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①けいはんなプチコンサートの開催場所

がけいはんなプラザであり、実行委員会

形式と聞いているが、記述しても差し支

えないのか。 

けいはんなプチコンサート以外にも、

加茂駅東口駅前広場付近で毎年、中高生

によりコンサート活動を行っている取組

もあるが、これらについても記述しては

どうか。 

 けいはんなプチコンサートについて

は、提案のとおり。（なお、一部表現修正。） 

 なお、けいはんなプチコンサート以外

の取組（ただし、事業を特定はしない）

支援について補強する。 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

・けいはんなプチコンサート 

・地域文化創造活動の支援策の充実 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

・けいはんなプラザ・プチコンサート IN木津川 

・公共スペース等を活用した市民が気軽に参加できる文化的イ

ベントの実施 

・地域文化創造活動の支援策の充実 

 

②２０１１年に京都府において、国民文

化祭が開催されるが、これに関連した取

組や、国民文化祭を活かした文化芸術活

動の推進等について記述することができ

ないか。 

 意見に基づき、項目追加。 ― ○国民文化祭～京都開催～を活かした文化活動の創造・推進 

・平成２３年秋に開催される第２６回国民文化祭・京都２０１

１に多くの市民の方が参加・参画・交流できる取り組みを行

ない、国民文化祭を契機に、改めて、本市の文化の良さを見

つめ直し、創造性あふれる豊かな文化の創造を推進します。 
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●第２章「地域力を活かした産業・事業の創造」の修正について 

（１）課題 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①産業・事業と農業の記述について、一

つの項目（“・”）となっているが、分け

た方がスッキリ分かるのではないか。 

 意見に基づき、修正。 ・関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、その潜在的

可能性を最大限に引き出し、企業等の誘致を進めるとともに、

その波及効果を木津川市の産業・事業の活性化に結びつけるこ

とが必要です。また、農業について、消費動向に応じた供給と

ブランド化や地産地消等が重視されるなど、安全・安心な農産

物による信頼の確保と担い手の育成・確保が求められていま

す。 

・関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、その潜在的

可能性を最大限に引き出し、企業等の誘致を進めるとともに、

その波及効果を木津川市の産業・事業の活性化に結びつけるこ

とが必要です。 

・木津川市の主要産業である農業については、消費動向に応じた

供給とブランド化や地産地消等が重視されるなど、安全・安心

な農産物による信頼の確保と担い手の育成・確保が求められて

います。 

 

（２）関西文化学術研究都市を活用した新たな地域産業の創出 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①新たな企業立地・誘致に加えて、流出

防止策の視点も留意することが大切であ

る。 

 意見に基づき、補強。 ○新たな企業立地の推進 

・景気動向や企業の立地需要を見極めつつ、周辺環境に配慮し、

産業・工業系の新たな土地利用や整備手法等を検討します。 

・企業立地を促進するため、土地利用等の規制緩和を検討します。 

○企業立地の推進 

・企業訪問、関連情報の提供や立地に関する相談体制の充実を進

め、企業立地を促進します。 

・進出企業との懇談会等を行い、地元定着や流出防止対策を推進

します。 

・企業立地を促進するため、土地利用の規制緩和や支援制度等に

ついて検討します。 

・景気動向や企業の立地需要を見極めつつ、周辺環境に配慮し、

産業・工業系の新たな土地利用や整備手法等を検討します。 

②地域ブランドとして、織物・ふすま・

お茶等について、京都とは違った全国ブ

ランドの伝統産業の支援・振興などにつ

いて、記述してはどうか。 

 意見に基づき、項目追加。 ― ○伝統産業の支援・振興 

・相楽木綿から発達した織物、襖・壁紙をはじめ、茶葉、柿渋

等の伝統産業の支援・振興を図ります。 

③農業の担い手育成において、女性の位

置付け・役割もキーワードである。 

 意見に基づき、補強。 ― ○農業経営の安定対策 

・農業の経営感覚のある人づくりのための取り組みを支援し

ます。特に女性の経営参画と農業技術や経営管理等の向上

に向けた支援を強化します。 

④地域産業、観光振興の取組みについて、

次に掲げる事項など、総合的な施策の展

開が必要。 

1)多くの観光客が来られているにも

関わらず、地元産のお土産がない。

食品・農産物だけでなく、工芸品（竹、

木、ワラ等）も含めた特産品の開発

が必要である。 

2)特産品を販売する場所が必要であ

る。 

3)特産品となりうる農産物等の栻

培、体験・食べる交流、土産物など

に活用する取組が必要である。 

 意見に基づき、補強。 ― ○観光・交流産業の振興 

・地元の農産物等を活用した郷土食、工芸品などの特産物の開

発を促進するとともに、販売ルートの確立を図ります。 

【主な事業等】 

・農産物等を活用した食品・民芸品、工芸品などの特産品の開

発支援 
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●第３章「誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造」に関する意見等 

 （１）安心・安全、快適なまちづくり 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①交通事敀防止のため、中央分離帯等に

おける街路樹の適正管理に努める必要が

ある。 

 意見に基づき、補強。 ○交通安全対策の推進 

【主な事業等】 

・道路維持管理 

・橋梁維持管理 

・交通安全対策協議会との連携 

・交通安全施設の整備 

○交通安全対策の推進 

【主な事業等】 

・道路維持管理 

・橋梁維持管理 

・交通安全対策協議会との連携 

・交通安全施設の整備 

・街路樹等の適切な維持管理 

    

 （２）ともに支えあう地域福祉の充実 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①地方分権改革推進委員会より５月に一

次勧告があったが、特に地域福祉に関し

て実務的に対応すべき事務について、整

理しておく必要があるのではないか。 

 今後の勧告等を考慮し、基本的な考え

方について、第７章に項目を追加。 

（４）広域的な協力体制の推進 （４）地方分権改革への対応 

第 1次地方分権改革では、国と地方との関係を対等・協力

の関係へと転換することを中心に分権型社会への基礎作り

が進みました。 

今次の地方分権改革では、各地域がその特性を活かして発

展できるよう、事務事業の移譲を進め、地方自治体の自由度

を拡大する仕組みを構築することで、元気があり多様な個性

と創造力を発揮できる地域社会を形成することを目指して

検討が進められています。 

地方分権改革推進委員会による第 1 次勧告（平成 20 年５

月 28 日）では、くらしづくり分野やまちづくり分野を中心

に、６４法律、３５９の事務権限を基礎自治体に移譲する方

針が示されました。 

本市におきましては、地方分権に対応した責任ある政策形

成ができるよう、行財政運営を進めるとともに、生活圏域に

対応して多様な課題に対処できるよう、柔軟に広域的な都市

連携を探り、また NPO等との連携・協働を図ります。 

（５）広域的な協力体制の推進 

②救急医療、防災について、府県界をま

たいでの協力・応援等の取組はないのか。 

 具体的な取組は現時点ではない。 

 今後の課題として記述する。 

 なお、防災については、近隣市町村の

同時被災に対応するため、京丹後市と相

互連携の協定締結済。 

○救急医療体制の充実 

・公立山城病院を中心とする地域の医療機関、保健所、福祉施設

等との連携を強化し、夜間や救急医療体制の確立をはじめ、誰

もが、いつでも安心して医療を受けることができる体制の構築

に努めます。 

【主な事業等】 

・病院、福祉施設、保健所等による連携強化の検討 

・公立山城病院組合負担金事業 

・乳幼児医療制度の充実 

 

○救急医療体制の充実 

・初期救急医療について、市内の医療機関、保健所、福祉施設等

の連携等により、その充実に向けた取り組みを推進します。 

・重症患者等に対応する二次救急医療について、地域の中核病院

である公立山城病院を中心として、その充実に向けた支援を推

進します。 

・地域医療のネットワークづくりを支援し、夜間や救急医療体制

の確立をはじめ、誰もが、いつでも安心して医療を受けること

ができる体制の構築に努めます。 

【主な事業等】 

・病院、福祉施設、保健所等による連携強化の検討 

・公立山城病院組合負担金事業 

③山城病院に併設された老人介護保健施

設の記述について、追加する必要がある

のではないか。 

 意見に基づき、補強。 ― ○老人介護保健環境の充実 

病院を退院するのにあたり、特に高齢者の中には、すぐに在宅

生活に戻るのが難しい方や、家庭での介護が困難になった方が多

くみられます。このため、介護・看護・リハビリテーションを行

うための介護老人保健環境の充実や人材育成を支援します。 
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④木津川市の現状にもよるが、自殺防止

について、社会問題化していることから、

何らかの記述をすることができないか。 

 第３章に追加。 

（参考） 

 昨年度の自殺者…８人 

  京都府…約 22 人/10 万人 

  木津川市…約１２人/１０万人 

― 

 

 

（２）ともに支えあう地域福祉の充実 

③すべての市民がともに暮らす地域福祉の充実 

○自殺者対策 

・厚生労働省の統計によると、昨年１年間の本市内の自殺者数

は、京都府平均の約半分です。 

・自殺者の原因を見ますと、健康問題や多重債務等による経済

問題が半数以上を占める一方で、府内では硫化水素ガスによ

る自殺者が急増しています。今後、保健所や消費生活センタ

ー等の相談機関との連携を強化し、自殺の予防に努めます。 
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●第４章「豊かな心を育む教育・文化の創造」に関する意見等  

（１）子どもを安心して産み健やかに育てる環境づくり 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①子育て No１を目指すのであれば、保育

園運営や子育て支援などの施策が他にな

いのか。表現についても、魅力的なもの

にすべきである。 

 意見基づき、検討。 ― 次の施策を追加し、文言修正を加える。 

・妊産婦検診、不妊治療助成事業の充実 

・乳児医療制度の充実 

・マタニティマークをとおした妊産婦にやさしい環境づくり

の推進 

・子育てに関する総合的な窓口機能の提供 

・私立保育園と連携した待機児童の解消と幼保一元化による

入園要件の緩和等による保育サービスの充実 

・病児・病後児保育の検討 

・認定保育園の検討 など 

②放課後児童プランと児童クラブの取組

について、統合はしないのか。 

 意見及び地方分権第１次勧告の趣旨等

に基づき、修正。 

○児童クラブ等の充実 

・児童クラブ等について、子どもを取り巻く状況や各地域の実

情を考慮し、充実を図ります。 

【主な事業等】 

・放課後児童健全育成事業 

・児童館事業 

○放課後児童の居場所づくりの推進 

・子どもが犠牲となる犯罪・事件が社会問題化するなか、子ど

もたちが安全で安心して健やかに育まれるよう、地域性を活

かしつつ、放課後や週末等の子どもたちの適切な遊びや生活

の場を確保したり、学習やスポーツ・文化活動、地域住民と

の交流活動などの取り組みの充実を推進します。 

【主な事業等】 

・児童館事業 

・放課後子どもプラン（放課後児童健全育成事業、放課後子ど

も教室推進事業） 

③市の独自施策である、小学校のガード

マン配置について主な事業に記述しない

のか。 

意見に基づき、追加。 ③学校・家庭・地域の連携による健やかな子どもの成長の推進 

◆施策の基本方針 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○子どもの安心・安全を確保するための防犯体制の強化 

【主な事業等】 

・地域における防犯体制の支援・充実 

・スクールセーフティボランティア活動の推進 

③学校・家庭・地域の連携による健やかな子どもの成長の推進 

◆施策の基本方針 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○子どもの安心・安全を確保するための防犯体制の強化 

【主な事業等】 

・地域における防犯体制の支援・充実 

・スクールセーフティボランティア活動の推進 

・小学校における安全・防犯体制の充実 

④給食について、全校の給食の実現など

の表現に改めてはどうか。 

意見に基づき、修正。 

なお、教育設備の整備について、修正。 

（課題） 

・関西文化学術研究都市のクラスターを中心に人口が急増して

おり、園児・児童・生徒数も増加しています。このような状

況の下、中長期的な視点に立ち、小・中学校の適正な配置・

規模を検討し、施設整備を進めることが求められています。 

・教育施設環境については、それぞれの旧町において取り組ん

できたことから、各学校間で栺差のないよう、公平な教育環

境を確保するとともに、木津川市の特長を教育に活かすこと

が求められています。 

 

（２）一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連

携 

①子どもの教育環境の充実 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○教育施設の整備 

・校内ＬＡＮ整備をはじめ、学校施設の整備水準の栺差を順次

解消し、全ての児童・生徒が同じ教育環境の下で、教育が受

けられるよう施設改善に努めるとともに、多様化する教育内

（課題） 

・学研都市を中心に人口が急増しており、児童生徒数も増加し

ています。このような状況の下、中長期的な視点に立ち、小

中学校の適正な配置・規模を検討し、施設整備を進めること

が求められています。 

・教育施設環境については、各学校間で格差のないよう、教育

環境を確保するとともに、木津川市の特長を教育に活かすこ

とが求められています。 

 

（２）一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連

携 

①子どもの教育環境の充実 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○教育施設の整備 

・教育設備の整備については、児童生徒数の増減への対応、校

内ＬＡＮ整備など情報化の推進、バリアフリー化及び環境負

荷軽減の取り組みなど、教育環境の整備を図ります。 

・学校給食は、児童生徒の心身の健全な発展のため、栄養バラ
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容に対応可能な施設を整備します。 

・泉川中学校の給食の検討や、児童・生徒数増加への対応など、

学校給食のあり方の検討を進め、安全で衛生的・効率的な給

食センター機能の強化を進めます。 

 

・公立幼稚園の通園区域の拡大に伴う送迎バスの取り扱いなど

公立幼稚園の施設管理、運営を進めます。 

ンスの良い食事を提供するとともに、食に関する教育等の重

要な役割を担っています。このため、生徒児童の増加への対

応や全小・中学校での学校給食の実施等に向け、食材・献立

の工夫改善はもとより、限られた財源を効率的・効果的に活

用し、安全・安心な学校給食環境の充実を図ります。 

・公立幼稚園の通園区域の拡大に伴う送迎バスの取り扱いなど

公立幼稚園の施設管理、運営を進めます。 

 
 

（２）一人ひとりの子どもの可能性を伸ばす教育の充実と地域連携   

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①地域の特徴を活かした教育内容の充実

に関し、施策の基本方針とタイトルの整

合性について、考慮してはどうか。 

 意見基づき、修正。 ○地域の特徴を活かした教育内容の充実 

ア．社会教育の充実 

【主な事業等】 

・郷土教育にかかる社会科副読本作成の検討 
 
イ．科学好き・ものづくり好きの子どもの育成 
 
・関西文化学術研究都市の・・・ 
 
ウ．自然環境教育の充実 

○地域の特徴を活かした教育内容の充実 

ア．郷土教育の充実 

【主な事業等】 

・郷土の素材を活かした社会科副読本の充実 
 
イ．科学教育の充実 

・学研都市の・・・ 
 
ウ．環境教育の充実 
 
エ．福祉教育とボランティア活動の充実 

・身じかなところで暮らしている高齢者、外国人、ひとり暮

らしの人など様々な生活や生き方があることに気づき、福

祉に対する理解と関心を持ち、ボランティア活動等を通じ

て共に地域で幸福に暮らしていくための福祉の心を育てる

福祉教育を学校・地域と連携・協働して進めます。 

 
 

（３）生涯にわたる学習機会の充実 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①公民館活動の充実について、施設環境

の充実が強調されている印象があるが、

生涯学習活動や人と人のネットワークづ

くりなどの取組についても充実すること

が必要である。 

 意見基づき、修正。 ○生涯学習の施設環境の整備・充実 

・市民の生涯学習に対するニーズの多様化・高度化に対応して、

公民館を中心とする生涯学習施設間の相互連携を強め、利用者

にとって便利で水準の高いサービスの提供に努めます。 

・学習メニューの充実を図るとともに、地域の実情を踏まえて、

公民館や図書館等の生涯学習施設の運営や管理体制のあり方を

検討します。 

・公民館施設等の公民館活動の場の老朽化等の現状を考慮し、

交流会館や文化センター等に公民館的機能を持たせるなど、生

涯学習の活動の場の確保を検討します。 

【主な事業等】 

・公民館事業 

・高齢者教育事業 

・女性教育事業 

・文化教室事業 

 

○生涯学習の充実と施設環境の整備 

・生涯学習講座において、受講者間のネットワークづくりや各

種団体が交流できる機会づくり等の生涯学習活動を通じて市

民の輪の広がり・一体感の醸成の取り組みを図ります。 

・生涯学習メニューの充実を図るとともに、生涯学習を通じた

ボランィア等の人材育成の充実に努めます。 

・市民の生涯学習に対するニーズの多様化・高度化に対応して、

公民館を中心とする生涯学習施設間の相互連携を進め、利用

者にとって便利で水準の高いサービスの提供に努めます。 

・地域の実情を踏まえて、公民館や図書館等の生涯学習施設の

運営や管理体制のあり方を検討します。 

・公民館活動や生涯学習の場となっている施設の老朽化等の現

状を考慮し、交流会館や文化センター等に公民館的機能を持

たせるなど、公民館活動や生涯学習の活動の場の確保を検討

します。 

【主な事業等】 

・公民館事業 

・高齢者教育事業 

・女性教育事業 

・文化教室事業 

・ボランティア等の人材育成とネットワークづくり 

②ボランティア等の人材育成について充

実させる必要がある。 

ボランティアについては、幼尐期（小学

校時期）からの関わりや教育が大切であ

る。 

 意見に基づき追加 

 幼尐期の意見については、（２）一人ひ

とりの子どもの可能性を伸ばす教育の充

実と地域連携において福祉教育とボラン

ティア活動の充実を追加 
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●第５章「連携を強め地域を支えるネットワークの創造」に関する意見等 

（１）道路交通ネットワークの整備・充実 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①地域内生活道路網の整備の記述につい

て、広域、地域間の道路整備の表現と比

較し、どのような視点で整備を進めるの

か分かりにくい。 

 意見基づき、補強。 ○地域内生活道路網の整備 

・木津地域、加茂地域及び山城地域の各地域内において、生活

道路の整備・充実を計画的に進めます。 

○地域内生活道路網の整備 

・木津地域、加茂地域及び山城地域の各地域内において、歩行

者や自転車が安全に通行できるバリアフリーの視点を重視し

て生活道路等の整備・充実を計画的に進めます。 

②公共交通とまちづくりについての将来

ビジョン・方向性が伝わってこない。 

 意見に基づき、公共交通がはたすべき

役割について、補強。 

 （１）道路交通ネットワークの整備・充実 

②地域公共交通ネットワークの充実 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

○まちづくりと連携した公共交通戦略の取り組み 

・コンパクトで持続可能な魅力あるまちの実現に向け、まちづく

りと一体となって、円滑な交通の確保や、徒歩・自転車・公共

交通の役割分担など総合的な公共交通戦略の検討と実現に努

めます。 

 

（３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 

①計画的な土地利用による豊かな都市形成 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

・少子高齢化社会に対応したコンパクトで魅力あるまちづくりに

向けて、交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の軽減等の

ため、過度に自家用車に依存することなく、徒歩、自転車、公

共交通等の各モードが連携し、適切な役割分担による望ましい

都市・地域像の検討と実現に努めます。 

【主な事業等】 

・都市計画基礎調査 

・都市計画マスタープラン 

・地区計画の推進 

・都市景観形成の充実 

・都市・地域総合交通戦略の検討 

 

 

 （２）水・緑・歴史のネットワークの形成 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①木津川の水辺環境整備について、点と

しての整備でなく散策道整備等の方向性

についても記述できないか。 

 意見に基づき、表現を修正。 ○木津川の水辺環境の整備 

・木津川の水運を利用してきた歴史を再認識し、川を活かした

水辺利用と各地に残る歴史的な街並みや常夜灯等をはじめと

する地域観光資源との連携を考慮し、木津港、木津川潜没橋

（泉橋）及び加茂港について、親水公園としての再整備を関

係機関と協議しながら検討を進めます。 

【主な事業等】 

・木津川を活かした親水公園整備の検討 

○木津川の水辺環境の整備 

・木津川の水運を利用してきた歴史を再認識し、川を活かした

水辺利用と各地に残る歴史的な街並みや常夜灯等をはじめと

する地域観光資源との連携を考慮し、木津浜、木津川潜没橋

（泉橋）及び加茂浜について、親水公園としての再整備や散

策路等によるネットワーク化を関係機関と協議しながら検討

を進めます。 

【主な事業等】 

・木津川を活かした親水公園整備等の検討 

②旧伊賀街道の歴史性についての記述も

必要でないか。 

 意見に基づき、基本方針に文言追加。 ◆施策の基本方針 

古来より水運としての役割を果たしてきた木津川や奈良と京

都を結ぶ旧奈良街道を歴史文化軸として捉え、木津川市の歴史

的文化的遺産の保全と観光資源としての活用を図ります。 

◆施策の基本方針 

古来より水運としての役割を果たしてきた木津川や奈良と京

都を結ぶ旧奈良街道や三重とを結ぶ旧伊賀街道を歴史文化軸と

して捉え、木津川市の歴史的文化的遺産の保全と観光資源とし

ての活用を図ります。 
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 （３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

①JR 木津駅東側の市街地整備について

は、今後の課題であると考えるが、具体

的な計画の際には道路網など都市計画と

の調整を十分に行ってもらいたい。 

 意見に基づき、今後の具体的な検討に

おいて、留意する。 

― ― 

②木津北地区、木津東地区について、具

体的な土地利用の検討を進める必要があ

ることから、自然環境との共生による土

地利用を図るなど、今後の土地利用の方

向性について記述できないか。 

 意見に基づき、表現を修正。 ○木津北地区及び木津東地区の土地利用方策の検討 

・木津北地区及び木津東地区については、関係機関と連携を図

り、今後の関西文化学術研究都市としてふさわしい土地利用

のあり方やそれを具体化するための方策の検討を進めます。 

○木津北地区及び木津東地区の土地利用方策の検討 

・木津北地区及び木津東地区については、平成 15年度に都市基盤

整備公団（（現）都市再生機構）による土地区画整理事業の中止

が決定されところでありますが、関係機関及び地元地権者等と連

携・協働して、関西文化学術研究都市にふさわしい地域環境が有

する可能性を活かして、新たな土地利用のあり方の検討を進め、

その具体化を目指します。 

・木津北地区については、本市の里山景観のシンボル性や歴史的重

要性を考慮し、里山環境の再生を図り、地域づくり及び地域振興

のための資源としての視点からも検討を進めます。 

・木津東地区については、優れた田園環境の保全と活用に配慮しな

がら、宅地等整備のための諸条件を整理し、都市的土地利用の可

能性について検討を進めます。 
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●その他 

（１）関西文化学術研究都市の用語の使い分けについて 

意見 修正方針 たたき台 修正素案 

○関西文化学術研究都市…旧木津町全域

を指します。 

○通称の学研都市は、法律上の記述は文

化学術研究地区（通常：クラスター）で

す。また、文化学術研究地区以外の部分

は、周辺地区と言います。 

 意見に基づき、文言を整理。  (修正内容) 

 基本構想、基本計画において、クラスターを指す場合は、学研都

市により統一する。 

 なお、基本構想、基本計画で最初に学研都市を使用する箇所にお

いて、“文化学術研究地区（以下、「学研都市」という。）”により定

義する。 

 

（２）その他修正箇所 

たたき台 修正素案 

（３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 

①計画的な土地利用による豊かな都市形成 

◆施策の基本方針 

それぞれの地域の個性を活かし、自然・田園環境と都市環境が調和した計画的な土地利用を

進め、自然・田園環境の保全と快適な生活環境と美しく風栺のある美しい景観を持ったまちの

実現をめざします。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

   ・市役所周辺は中心市街地として、支所周辺の市街地については地域コミュニティの顔・核とし

て、都市機能の向上を図り、活力ある持続可能なまちづくりを進めます。 

・関西文化学術研究都市の各クラスターにおいて、住環境や産・学の環境整備を促進し、郊外の

農業や自然資源の魅力や特性を活かした土地利用を進めます。 

・中心市街地や関西文化学術研究都市の各クラスターなどにおいて、公共空間と一体的な美しさ

を持った都市景観の形成に努めます。 

【主な事業等】 

・都市計画基礎調査 

・都市計画マスタープラン 

・地区計画の推進 

・都市景観形成の充実 

（３）計画的な土地利用と快適な都市環境の形成 

①計画的な土地利用による豊かな都市形成 

◆施策の基本方針 

それぞれの地域の個性を活かし、自然・田園環境と都市環境が調和した計画的な土地利用を

進め、自然・田園環境の保全と快適な生活環境と美しく風栺のある美しい景観を持ったまちの

実現をめざします。 

 

◆施策の実現に向けた主な取り組み 

   ・市役所周辺は本市の中心市街地として市街地整備を進めるとともに、加茂地域及び山城地域に

ついては、市街地整備事業等により整備された都市基盤を活かして地域コミュニティの顔・核

としての都市機能を提供し、活力と持続可能なまちづくりを進めます。 

・学研都市において、住環境や産・学の環境整備を促進するとともに、郊外の農業や自然資源の

魅力や特性を活かした土地利用を進めます。 

・中心市街地や学研都市等において、公共空間と一体的な美しさを持った都市景観の形成に努め

ます。 

【主な事業等】 

・都市計画基礎調査 

・都市計画マスタープラン 

・地区計画の推進 

・都市景観形成の充実 
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基本構想素案の修正素案について 

1 懸案事項について 

（１）将来人口の取扱について 

基本構想素案 修正素案 

（３）人口・世帯数の見通し 

①人口の見通し 

全国的に人口減少が懸念される中、木津川市の人口は、平成 12

年（国勢調査）で 58,809 人、平成 17 年（国勢調査）で 63,649

人と増加傾向にあります。 

平成 12 年及び平成 17 年の国勢調査に基づき社会移動趨勢型人

口推計※1 により将来人口を推計しますと、平成 27 年に約 73,500

人、平成 32 年に約 77,500 人になる見通しで、目標年次である平

成 30 年には、約 75,900 人になることが予想されます。 

（３）人口・世帯数の見通し 

①予測人口と将来人口 

全国的に人口減少が懸念される中、木津川市の人口は、平成 12

年（国勢調査）で 58,809 人、平成 17 年（国勢調査）で 63,649

人、平成 19年度末（住民基本台帳）67,233人と増加傾向にあります。 

平成 12 年及び平成 17 年の国勢調査に基づき社会移動趨勢型人

口推計※1 により将来人口を推計しますと、平成 27 年に約 73,500

人、平成 32 年に約 77,500 人になる見通しで、目標年次である平

成 30 年には、約 75,900 人になることが予測されます。 

まちづくりの将来像として掲げる「水・緑・歴史が薫る文化創造

都市」をめざす上で人口規模は、まちの活力や市民生活環境に関わ

るものです。 

関西文化学術研究都市の中核都市として、本市の自然・歴史・文

化と最先端の学研都市機能の融合により、さらに魅力と活力あるま

ちづくりを進めることにより、本計画の目標年次である平成 30年の

人口目標を「８万人」と定め、その後において、「１０万人都市」の

構築をめざします。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年（2018）年の人口目標を８万人とします。 

将来的に「１０万人都市」をめざします。 

資料-4 
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（参考） 

 １ 旧木津町、加茂町、山城町における基本構想に基づく将来人口 

 旧町の基本構想に基づく将来人口 備考 

木津町 

(平成 20年度目標人口)      50,000 人 

(まちづくりの目標人口)      80,000 人 

 

①学研都市木津中央地区の事業計画変更による、計画人口の減 

13,900 人→11,000 人（▲2,900人） 

②学研都市木津北地区及び東地区の動向 

 計画人口 7,500 人（面積按分 北地区 5,500人、東地区 2,000人） 

③JR 木津駅東側の整備による計画人口の増 

加茂町 

(平成 22年定住人口)       18,000 人 

(まちの機能発揮のための目標人口)23,000 人 

①ほぼ横ばいの人口動態（約 1.6万人） 

②合併による目標人口の見直し要素 

23,000 人-18,000 人＝5,000 人 

山城町 (平成 18目標定住人口)      12,000 人 ②ほぼ横ばいの人口動態（約 0.9万人） 

計 115,000人 

①確実な要因による将来人口の見通し 

115,000-2,900-5,000人＝107,100 人 

 

②“①”に木津北・東地区の事業中止及び JR木津駅東側整備（20ha と想定）

を要因に加えた場合の将来人口の見通し 

  107,100 人－7,500人＋2,000 人＝101,600人 

 

③“①”及び“②”に加え、加茂地域及び山城地域の人口動態が現状どおりと

想定した場合の将来人口の見通し 

  101,600 人－(18,000 人-16,000 人)－（12,000 人‐9,000 人）＝96,600 人 

 

④“②”におい木津北・東地区の計画人口の減少を 1/2 と想定し、“③”の要

因を加味した場合の将来人口の見通し 

   107,100 人-7,500人×1/2＋2,000 人‐5,000人＝100,350 人 
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 ２ 用途地域別想定人口密度により算定した場合の想定人口（人口容量） 

   （条件） 
     ①将来的にすべての市街地の遊休地がなく、土地活用がされたとみなす。 

ただし、用途地域・地区計画などにより、明らかに住居の建築ができない一団の面積は控除する。 
       低層の住宅系  …60～ 80 人/ha 
       中高層等の住宅系…80～100 人/ha 
       近隣商業系   …80～100 人/ha 
       商業系     …    100 人/ha 
       準工業系    …60～ 80 人/ha 
       学研都市の中央、北、東は計画人口とする。 
     ②市街化調整区域及び都市計画区域外の人口については、現状維持とみなす。 
 
 
   （算定） 
     ①学研都市中央地区、北・東地区を除く市街化区域 

 面積(ha) 控徐面積(ha) 人口容量 
低層の住宅系 432.1ha 21ha (432.1ha-21ha)×(60ha/人～ 80ha/人)  =24,700 人～32,900 人 
中高層等の住宅系 642.8ha 17ha (642.8ha-17ha)×(80ha/人～100ha/人)  =50,100 人～62,600 人 
近隣商業系 42.2ha 15ha ( 42.2ha-15ha)×(80ha/人～100ha/人)  = 2,200 人～ 2,700 人 
商業系 24.7ha 18.3ha ( 24.7ha-18.3ha)×100ha/人           =   640 人 
準工業系 160.3ha 110.8ha (160.3ha-110.8ha)×(60ha/人～80ha/人)= 3,000 人～ 4,000 人 
   80,640 人～102,840 人 

 
     ②学研都市中央地区、北・東地区 

中央地区 11,000人 
11,000人～14,750 人（=11,000 人＋7500人/2） 

北・東地区 7,500人 
 
     ③市街化調整区域及び都市計画区域外人口（H18 年度） 
      約 9,400人 
      
     ④JR木津駅東側の想定人口 
      約 2,000人 
 
     ⑤”①“～”④“の合算 
      約 103,000 人～128,600人（平均 約 116,000 人） 
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（２）将来都市構造図について 
  ①修正方針 
   ○計画目標年次である平成 30年までの 10年間におけるまちづくりの方針が分かる図とする。 
     ・市街地整備の方針 

・基本計画における学研都市の整備の方向性や JR木津駅東側の整備検討との整合性 
・現在の都市計画との整合性など 

 
 
  ②都市構造図（修正素案） 

新市基本計画 修正素案 

 

都市構造図 
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３．その他 

(1)基本計画との整合のための基本方針の変更（修正素案）について 

基本構想素案 修正素案 

（１）個性を活かした魅力ある地域文化の創造 

木津川市は、豊かな自然に恵まれ、古代より奈良・京都の都と関わりの深い地域として発展してき

ました。また、近年は、関西文化学術研究都市などの建設により、新しいまちづくりが進んでいます。

木津川市の発展の原点である豊かな自然と調和した歴史・文化は、市民の貴重な共有財産である

という共通認識を持ち、これらを保全・継承・活用し、地域の自然・歴史・文化と関西文化学術研

究都市から発信される先端的な文化学術研究の成果を産学官民の連携により融合し、新たな地域文

化が創造される取り組みを推進します。

同左 

（２）地域力を活かした産業・事業の創造 

木津川市では、国際的な学術研究と産業・文化・生活が調和する「知の創造都市」の形成を目指し

た都市の形成・発展のため、関西文化学術研究都市における研究所・企業等のさらなる集積を図り、

知の集積の推進活用をはじめとして、産業機能の導入・土地利用を推進し、産学官民の連携などによ

り、世界に開かれた関西文化学術研究都市の実現、魅力的なまちづくりに向けた都市運営を図ります。

また、地元で生産される京野菜などの農産物のブランド力の強化、地産地消・食の安全に対する関

心の高まりに対応するための農業振興をはじめ、地の利と歴史的伝統に根ざした様々な地域産業の振

興を図ります。

木津川市の豊かな歴史・文化・自然などの地域資源の魅力について、情報発信を積極的に行い、地

域資源や地域産業を活用した観光施策を推進します。 

（２）地域力を活かした産業・事業の創造 

木津川市では、国際的な学術研究と産業・文化・生活が調和する「知の創造都市」の形成を目指し

た都市の形成・発展のため、関西文化学術研究都市における研究所・企業等のさらなる集積を図り、

知の集積の推進活用をはじめとして、産業機能の導入・土地利用を推進し、産学官民の連携などによ

り、世界に開かれた関西文化学術研究都市の実現、魅力的なまちづくりに向けた都市運営を図ります。

また、地元で生産される京野菜等の農産物のブランド力の強化、地産地消・食の安全に対する関心

の高まりに対応するための農業振興をはじめ、伝統産業など既存の商工業の支援・振興を図ります。

木津川市の豊かな歴史・文化・自然等の地域資源の魅力について、情報発信を積極的に行い、地域

資源や地域産業を活用した観光施策を推進します。 

（３）誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

安心・安全のまちづくりを実現するため、自然災害等に対する防災対策の充実や地域の防犯・危機

管理体制の整備をはじめ快適な生活環境を提供するまちづくりを促進します。

また、すべての市民が健康で安心して暮らせることのできる地域社会を実現するため、一人ひとり

に最も適する保健・医療・福祉サービスを組み合わせて提供する仕組みづくりの構築を図ります。

さらに、木津川市の市民が互いに支えあい健康でともに暮らすことができるよう、地域福祉体制の

充実・確立と高齢者、障がい者等の就労や生きがい対策の充実を図り、心にやさしいまちづくりを推

進します。 

（３）誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

安心・安全のまちづくりを実現するため、自然災害等に対する防災対策の充実や地域の防犯・危機

管理体制の充実をはじめ快適な生活環境を提供するまちづくりを促進します。

また、すべての市民が健康で安心して暮らせることのできる地域社会を実現するため、一人ひとり

に最も適する保健・医療・福祉サービスを提供する仕組みづくりの構築を図ります。

さらに、木津川市の市民が互いに支えあい健康でともに暮らすことができるよう、健康予防や地域

福祉体制の充実・確立と高齢者、障がい者等の就労や生きがい対策の充実を図り、心にやさしいまち

づくりを推進します。 

（４）豊かな心を育む教育・文化の創造 

豊かな心を育む教育・文化を創造するためには、安心して子どもを産み育てられる環境づくりが欠

かせません。総合的な少子化対策・子育て支援を進めるとともに子どもの安心・安全を確保するため

の取り組みを強化します。

また、関西文化学術研究都市に立地する施設を活用し、科学、ものづくり、就業に対する興味を広

げるとともに、地域の歴史・文化・伝統など郷土を大切にする心や森林・田畑などを通して命を育み

自然を大切にする個性豊かな教育・文化活動を推進します。

地域づくりの中心は「人づくり」であることを基本に、市民の自己実現意識の高まりなどに対応し

た質の高い生涯学習の推進、文化芸術、スポーツ、レクリエーション活動を支援します。

（４）豊かな心を育む教育・文化の創造 

豊かな心を育む教育・文化を創造するためには、安心して子どもを産み育てられる環境づくりが欠

かせません。総合的な少子化対策・子育て支援を進めるとともに子どもの安心・安全を確保し、子ど

もの笑顔があふれるまちづくりを推進します。

また、関西文化学術研究都市に立地する施設を活用し、科学、ものづくり、就業に対する興味を広

げるとともに、地域の歴史・文化・伝統など郷土を大切にする心や森林・田畑などを通して命を育み

自然を大切にする個性豊かな教育・文化活動を推進します。

地域づくりの中心は「人づくり」であることを基本に、市民の自己実現意識の高まりなどに対応し

た質の高い生涯学習の推進、文化芸術、スポーツ、レクリエーション活動を支援します。

（５）連携を強め地域を支えるネットワークの創造 

木津川市の一体感を高め、連携を強化するとともに、本市全体の均衡ある発展を確立し、人と人が

ささえ合い、ふれ合うことが出来るコミュニティを形成するため、道路・交通ネットワークの整備・

充実をはじめ、地域の自然・歴史・文化を保全・活用するため、水と緑・歴史のネットワークの整備

を検討します。

情報通信技術（Information and Communication Technology）を活用した利便性の高い社会

を構築するため、電子自治体化、地域間格差のない情報化の向上に努めます。

また、本庁舎周辺を中心都市拠点、各支所周辺を都市拠点と位置付け、その役割分担に基づき、都

市基盤・施設整備を進め、市民サービスの向上に努めるとともに、各拠点と関西文化学術研究都市を

はじめ各地域が互いに連携したまちづくりを推進します。 

（５）連携を強め地域を支えるネットワークの創造 

木津川市の一体感を高め、連携を強化するとともに、本市全体の均衡ある発展により、人と人がさ

さえ合い、ふれ合うことが出来るコミュニティを形成するため、道路・交通ネットワークの整備・充

実をはじめ、地域の自然・歴史・文化を活用した水・緑・歴史のネットワークの整備を図ります。

また、無秩序な開発を抑制し、都市環境と自然・田園環境のバランスがとれた土地利用を進め、ゆ

とりある快適なまちづくりを進めます。

本庁舎周辺を中心都市拠点とし、各コミュニティエリアの都市拠点・支所との役割分担に基づき、

市民サービスの向上に努めるとともに各地域が互いに連携したまちづくりを推進します。 
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基本構想素案 修正素案 

（６）環境を守り、自然と調和した都市の創造 

私たちは、豊かな自然から、水・空気・食材など多くの恵みを受けています。その一方で、便利で

快適な生活様式が環境汚染や地球温暖化の原因となっており、その対策が求められています。将来に

わたり、木津川市の豊かな自然と暮らしやすい生活環境の中で、豊かな暮らしが実現するとともに、

健全な環境が地球規模にわたり保全・継承されるよう、自然の豊かさや多様な価値を再認識し、資源

循環型の社会の実現を目指します。

このため、省資源・省エネルギーの推進、自然エネルギーの活用、環境に配慮した交通施策などを

推進し、環境負荷の少ない低炭素社会の実現に向けたまちづくりを進めます。

また、市民と行政が連携し、地球温暖化防止、ゴミをできるだけ発生させない生活様式、資源の循

環利用、廃棄物の適正処理などを推進します。

同左（第 7 回審議会の経過に基づき、再検討します。） 

（７）まちづくりへの参画と協働の創造 

近年の社会情勢の著しい変化等により、市民の価値観が多様化するとともに、地域が抱えるさまざ

まな課題や要求も複雑・多様・高度になっています。

この複雑化・多様化・高度化する地域課題や要望に行政だけでは対応できなくなっています。

そこで、市民と行政は、対等な立場で役割分担を明確にし、それぞれが持つ目的・使命の実現や共

通する課題の解決を図るため、お互いの資源・能力を持ち寄り、協働するための原則や方法・形態を

確立します。

また、様々な市民活動を支えるため、戦略的な行政経営システムの確立と財政基盤の強化・充実に

努めるとともに、国・京都府を始め、木津川市の市民・経済活動に関係する市町村・関係機関との広

域的な連携を図り、健全で質の高いまちづくりを進めます。 

（７）まちづくりへの参画と協働の創造 

    近年の社会情勢の著しい変化等により、市民の価値観が多様化するとともに、地域が抱えるさまざ

まな課題や要求も複雑・多様・高度になっています。 

    このような状況の下、様々な個性や属性をもった市民により構成される社会において、性別、障害

のあるなし、国籍等に関わらず、すべての人が生きがいを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、平和

でともに生きるまちづくりを進めます。 

    また、この複雑化・多様化・高度化する地域課題や要望に対して、ＮＰＯ・ボランティアによる活

動が活発になり、地域活動等を通じた市民のまちづくりへの参加意識も高まっています。 

市民、地域、ＮＰＯ・ボランティアと行政が連携・協働してともに歩むための戦略的な行政経営シ

ステムの確立と財政基盤の強化・充実を進め、地方分権対応した責任ある政策形成の実現に努めます。 

また、国・京都府をはじめ、木津川市民・経済活動に関係する市町村・関係機関との広域的な連携

を図り、健全で質の高いまちづくりを進めます。 
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(２)まちづくりの重点戦略について 

 ①関西文化学術研究都市まるごと活用戦略について 

基本構想素案 修正素案 

【ねらい】

自治体間競争の時代においては、地域の活力を高めていく取り組みが丌可欠です。世界

最先端の研究施設等が立地する関西文化学術研究都市に集積する人、物、産業、情報など

を、まるごと最大限に活用しながら、まちの活力を高めるとともに、まちづくりにおける

様々な分野で波及効果を生み出します。

【主要な施策】

○新たな産業・事業の創出

○企業誘致と受け皿づくり

○既存産業の振興

○多様な雇用の場の確保

○学校教育との連携 など

 

自治体間競争の時代においては、地域の活力を高めていく取り組みが丌可欠です。世界最先端の

研究施設等が立地する関西文化学術研究都市に集積する人、物、産業、情報等を、まるごと最大限

に活用しながら、まちの活力を高めるとともに、まちづくりにおける様々な分野で波及効果を生み

出します。

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割

学研資源を産業分野

で活用する

・学研企業等での研究内容の把握と

それらを活かした事業の展開

・企業立地のための基盤づくり

学研資源を教育・交

流分野で活用する

・自主的な学習・文化活動における

研究施設や人材の積極的な活用

・市民と学研企業のコーディネ

ート
 

主要な施策 

けいはんな新産業創出・交流センタ
ーの活用等による新産業の創出 

 
関西文化学術研究都市における産
業機能の導入 

 

 

関西文化学術研究都市の研究機能
と連携した産業施設の立地促進 

 
雇用の創出 

 

主要な施策 

地域の特徴を活かした教育内容の充実 

 
大学等との交流連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・新たな雇用創出 

・新たな産業創出 

 

人材 物 産業 

情報 
大学 

産業分野

での活用 

関西文化学術研究都市

の様々な資源をまるご

と最大限に活用 

 

木津川市全域 

まちの活力の高まり 

まちづくりにおける様々な波及効果の創出 

・研究施設や人材を 

活かした教育の実施 

・研究を活かした地域

内外の交流活性化 

 

教育・交流分

野での活用 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 
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②木津川市文化創造戦略について 

基本構想素案 修正素案 

【ねらい】

木津川市は、豊かな自然や自然と調和した歴史・文化を始め、文化学術研究の新たな展

開の拠点である関西文化学術研究都市など文化的価値の高い資源が豊富であり、様々な文

化がまち全体に息づいています。

この豊かな文化的価値は、木津川市の価値を高めることにつながるものです。

これらの地域文化の融合により、新たな「木津川市文化」の創造活動に取り組むことで、

まちの価値をさらに高め、自分の住むまちに誇りを持って住み続けたくなるまち、来訪者

が訪れてみたくなるまちを目指します。

【主要な施策】

○歴史・文化遺産の保全と活用

○地域資源の発見・再発見と情報発信

○地域文化の融合に併せた人づくり

○地域文化創造活動の育成・支援

○市民・団体の交流による知恵・文化・元気の創造 など

 

木津川市は、豊かな自然や自然と調和した歴史・文化、関西文化学術研究都市など文化的価値の

高い資源が豊富であり、様々な文化がまち全体に息づいています。

この豊かな文化的価値は、木津川市の価値を更に高めることにつながるものです。

これらの地域文化の融合により、新たな「木津川市文化」の創造活動に取り組むことで、まちの

価値をさらに高め、自分の住むまちに誇りを持って住み続けたくなるまち、来訪者が訪れてみたく

なるまちを目指します。

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割

地域資源を保全・活

用する

・地域資源に関する学習会等の実

施、参加に努めます。

・地域資源の調査・記録収集・保

存と積極的な公開と活用を図り

ます。

地域文化の融合によ

る新たな「木津川市

文化」を創造する

・地域文化を大切にする気持ちを

持ち、自主的な文化活動の創出

と推進に努めます。

・市民による文化創造活動への支

援や市民の文化活動の交流など

のコーディネートを図ります。

 

 

 

 

 
 
 

主要な施策 

歴史的文化的遺産の保
全と活用 

 
伝統的街並みや農山村
集落景観の保全と活用 

 

 歴史の杜環境整備 

主要な施策 

地域文化創造活動の育成・支援 

 
多様・多彩な人々の英知を結
集するまちづくりの実現 

 
新しい地域文化の創造 

 

自分の住むまちに誇りを持って住み続けたくなるまち、 

来訪者が訪れてみたくなるまちの実現 

 

 
木津川 

山林 

社寺 

伝統行事 

 

古墳 

遺跡 

学研都市 

まち並み 

木津川市の地域資源 

 

 

市全体の文化的価値の向上 

地域文化の融合による新たな
「木津川市文化」の創造 地域資源の保全・活用 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 
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③安心・安全のくらし実現戦略について 
基本構想素案 修正素案 

【ねらい】

全ての市民が健康で心豊かな生活を送るには、生活環境などの基本的な住み良さが実感

できることが必要です。特に、安全で安心して暮らせる生活環境や食の安全に対しての要

望が高まっています。

これらを踏まえ、暮らしの安心・安全に関わる仕組みづくり、施設整備に取り組み、と

もに支え合う地域社会の構築を目指します。

【主要な施策】

○防犯・防災体制の強化

○保健・医療体制の強化

○各種施設のバリアフリー化の推進

○地域福祉プラットフォーム化の推進

○地域コミュニティやＮＰＯ、ボランティア団体等が地域社会の中で十分に力を発揮できる体制・環境づ

くり

○食の安全、地産地消の推進 など

 

全ての市民が健康で心豊かな生活を送るには、生活環境などの基本的な住み良さが実感できるこ

とが必要です。特に、安全で安心して暮らせる生活環境や食の安全に対しての要望が高まっていま

す。

これらを踏まえ、暮らしの安心・安全に関わる仕組みづくり、施設整備に取り組み、ともに支え

合う地域社会の構築を目指します。

 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割
まちの安心・安全を
守る

・災害発生時におけるさまざまな
問題を想定し、日頃から備える
ように、自主防災組織による防
災活動等に努めます。

・防災のための資材の整備、防災
訓練、災害時の要配慮者の把握
を展開します。

・災害に強い都市基盤づくりを進
めます。

生活の安心・安全を
守る

・地域での防犯や交通安全等をテ
ーマにした見守り活動等を展開
します。

・防犯、交通安全、食の安全に対
する市民意識の啓発や取組の促
進・支援を進めます。

心と身体の安心・安
全を守る

・健康づくりや身近な地域での福
祉活動の参加に努めます。

・地域での保健福祉活動に対する
支援や社会参加を支援します。

 

 

 

主要な施策 主要な施策 主要な施策 

生活の安心・安全 

（防犯、交通安全、食

の安全） 

 

心と身体の安心・安全 

（福祉、医療・保健） 

 

まちの安心・安全 

（防災） 

 

防犯に配慮した公共施設
等の整備 

 

 

防犯意識の向上と自主的
な防犯組織の育成 

 

 

消費者保護対策の推進 

交通安全対策の推進 

地産地消の推進 

災害に強い都市基盤づく
り 

 

 地域防災対策の充実 

 

安心して医療を受けられ
る体制づくり 

福祉関連施設の整備・充
実 

 

 市民と行政との協働体制
の確立 

ともに支え合う安心・安全の地域社会の構築 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 
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④まちぐるみの子育て・教育環境づくり戦略 
基本構想素案 修正素案 

【ねらい】

【主要な施策】

○保育サービスの充実

○子育て支援の新たな仕組みづくり

○子どもの安心・安全を確保するための防犯体制の強化

○児童福祉・教育環境の充実 など

 

木津川市には、温かい人と人とのつながりや豊かな自然、歴史・文化など子どもたちの

心と体を豊かに育む財産がたくさんあります。これらを活かしながら、家庭、学校、地域

社会、企業、行政等が連携しながら総ぐるみで子育て支援や教育環境づくりに取り組み、

子育て世代が住みたくなる・住み続けたくなるまちを目指します。

 

 

木津川市には、温かい人と人とのつながりや豊かな自然、歴史・文化など子どもたちの心と体を

豊かに育む財産がたくさんあります。これらを活かしながら、家庭、学校、地域社会、企業、行政

等が連携しながら総ぐるみで子育て支援や教育環境づくりに取り組み、子育て世代が住みたくな

る・住み続けたくなるまちを目指します。

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割

笑顔があふれる子ど

もが育つ社会づくりを

進める

・家庭、地域、学校等の連携を進

め、地域ぐるみで子どもに目を

配ります。

・家庭、地域、学校等との協働に

よる仕組みづくりを進めます。

子どもの安心・安全

対策を進める

・子どもへの声かけ運動や見守り

活動の実施に努めます。

・子どもの安心・安全にかかる意

識啓発を進めます。

教育施設・サービスを

充実する

・地域での子どもとのふれ合いの

機会づくりに努めます。

・教育施設・サービスにかかる基

盤づくりを展開します。

 
 

 

子育て世代が住みたくなる、住み続けたくなるまちの実現 

主要な施策 

母子保健・福祉の充実 

次世代育成支援事業の推進 

 放課後児童の居場所づくり
の充実 

保育サービスの充実 

保育園運営のあり方と施設
管理 

主要な施策 

子どもの安心・安全を確保
するための防犯体制の強化 

いじめ・児童虐待の防止 

 

 

主要な施策 

教育施設の整備 

学校教育の充実 

学校・家庭・地域の連携に
よる健やかな子どもの成長
の推進 

 

 
地域の特徴を活かした教育
内容の充実 

 

 

保育施設・サー

ビスの充実 

 

子どもの安

心・安全対策 

教育施設・サー

ビスの充実 

家庭 

地域社会 

 

学校 

行政 

企業 

総ぐるみによる

子育て支援、教

育環境づくり 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 
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⑤地域間連携強化戦略 
基本構想素案 修正素案 

 

【ねらい】

地域間の移動の円滑化を図り、交通利便性の高い都市を目指します。ひとつのまちとし

ての一体感、地域間連携を強化するとともに、木津川市全体の均衡ある発展の基礎を築き

ます。また、様々な地域資源のネットワーク化により、地域全体としての魅力向上を図り

ます。

【主要な施策】

○地域間循環道路の整備

○地域内生活幹線道路の整備

○緑と歴史の基幹的な環状軸の形成

○地域公共交通の総合連携 など

 

地域間の移動の円滑化を図り、交通利便性の高い都市を目指します。一つのまちとしての一体感、

地域間連携を強化するとともに、木津川市全体の均衡ある発展の基礎を築きます。また、様々な地

域資源のネットワーク化により、地域全体としての魅力向上を図ります。

 

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割
地域間の連携を強化
する

・道路基盤づくりの協力に努めま
す。

・道路基盤づくりを進めます。

地域内の連携を強化
する

・コミュニティバス・福祉バスの
積極的な利用を図ります。

・コミュニティバス・福祉バスの
再編・改善や利用増進に努めま
す。

地域資源の連携を強
化する

・地域資源の活用を進める ・
ボランティア活動への積極的な
参加に努めます。

・観光など地域活性化・再生に向
けた方策を推進します。

 

 

 
 

  

自 然 環 境 や 歴 史

的・文化的遺産等

の地域資源 

主要な施策 

地域間循環道路の整備 

 
鉄道網の充実 

主要な施策 

地域内生活幹線道路の
整備 

コミュニティバス・福
祉バスの再編・充実 

主要な施策 

緑と歴史の基幹的な環
状軸の形成 

木津川市全体の均衡ある発展と地域の魅力の向上 

市街地、集落 

地域間の

連携強化 

地域内の連携

強化 

地域資源の

連携強化 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 
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⑥環境保全・地球市民育成戦略 
基本構想素案 修正素案 

【ねらい】

地球環境問題に対する意識が高まり、環境保全に関する市民活動が広がっています。環

境問題は、特に市民や企業、団体などが連携するとともにそれぞれの役割を担う取り組み

が必要です。木津川や山の緑など豊かな自然環境を有する木津川市において、自然環境保

全は重要な課題であることから、すべての市民が地球市民としての意識をもち、環境を守

り・育てる活動に取り組む地域社会を創造します。

また、環境対策はすべての施策において共通する視点として意識し、横断的な取り組み

を推進します。

【主要な施策】

○市民ぐるみ、まちぐるみでの自然保全活動の推進

○循環型社会の仕組みづくり

○環境教育の充実

○環境に対する市民意識の醸成 など

 

 

地球環境問題に対する意識が高まり、環境保全に関する市民活動が広がっています。環境問題は、特

に市民や企業、団体などが連携するとともにそれぞれの役割を担う取り組みが必要です。木津川や山の

緑など豊かな自然環境を有する木津川市において、自然環境保全は重要な課題であることから、すべて

の市民が地球市民としての意識をもち、環境を守り・育てる活動に取り組む地域社会を創造します。

また、環境対策はすべての施策において共通する視点として意識し、横断的な取り組みを推進します。

本戦略における市民と行政の協働の方向と主な役割

協働の方向 市民の主な役割 行政の主な役割

地球環境と身近な自

然を保全・継承する

・公共交通機関・自転車の利用や

アイドリングストップや新エネ

ルギーの導入に努めます。

・地域の環境美化活動への参加や

環境保全に対する意識高揚に努

めます。

・庁舎の省エネルギーなどに対す

る取組や低炭素社会に向けた啓

発活動を進めます。

・市民の環境美化活動への支援と

意識啓発を進めます。

環境負荷を低減する ・ごみの分別回収、ごみ減量化へ

の協力に努めます。

・環境負荷低減に関する意識啓発

を進めます。

 
 

主要な施策 

地球環境の保全と継
承 

木津川の山々の緑と
保全と育成 

 

 
宅地内緑化の推進 

 
公園、緑地等の整備 

 
農地の保全と活用 

 

主要な施策 

環境教育の推進 

 
ごみ処理の検討 

環境に配慮した交通
施策や公共施設の整
備 

 

地球環境と身近

な自然の保全と

継承 

 
環境負荷の低減 

市民 
企業 

行政 

環境を守り、育てる活動 

すべての市民が地球市民としての意識をもち、環境を守り、

育てる活動に取り組む地域社会の創造 

戦略のねらい 

戦略のイメージ 
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総合計画審議会 会議経過要旨 

会 議 名 第 6回木津川市総合計画審議会 

日 時 
平成 20年 6月 11 日(水) 

午前 9時 30分から正午まで 
場 所 木津川市役所第 2会議室 

出 席 者 

委員 

■：出席 

□:欠席 

１ 号 委 員 

（議会推薦） 
■髙味 孝之委員 

２ 号 委 員 

（公募委員） 
■中谷 武弘委員、■福岡 正司委員、■中谷 啓一委員 

３ 号 委 員 

（見識委員） 
■真山 達志委員(会長)、■井上 典之委員(副会長) 

４ 号 委 員 

■天津 泰治委員、■稲田  進委員、□大倉 惠美子委員 

■長西 養子委員、■木村 浩三委員、■中津川 敬朗委員 

■西澤 浩美委員、■西村 紀寛委員、■西村 正子委員 

庶 務 

（ 事 務 局 ） 
大西企画課長、山本課長補佐、中島課長補佐、中島主任 

ワ ー キ ン グ ㈱地域計画建築研究所 松本、石川 

傍 聴 者 3名 

 

議 題 

 

１． 開会 

２． 会長あいさつ 

３． 議事 

(１) 審議事項 

① 総合計画(基本計画)について 

(２) その他 

① 次回審議会日程について 

② その他 

４． 閉会 

 

会議結果

要 旨 

 

 

１．開会 

  事務局より開会を宣言した。 

 

２．会長あいさつ及び議事録署名委員の指名 

  会長より、開会にあたり、あいさつがあった。 

なお、会議録署名委員として稲田進委員を指名した。 

 

３．議事 

（１） 審議事項 

①総合計画(基本計画)について  (配付資料 資料‐1、基本計画検討資料) 

   基本計画について、事務局より資料を基に、新市基本計画からの変更点及び

各章の概要等を説明し、次のとおり確認した。 

 

   ア) 第 5回総合計画審議会における主な意見等について 

      第 5 回総合計画審議会及び審議会終了後に提出のあった意見等の要旨

について、事務局より資料‐1を基に説明し、資料のとおり確認した。 

      なお、意見等の取り扱いについては、基本計画(たたき台)全体を審議

資料－５ 
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した後、全体を考慮して必要な補強・修正をすることとした。 

    

イ) 第 3章 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

   第 3 章各項目の枠組については、原案のとおりとし、本日の審議会の

経過を踏まえ、事務局において、必要な文言の修正・加筆を行ない、基

本計画全体の審議終了後、再確認することとした。 

   

ウ）第 4章 豊かな心を育む教育・文化の創造 

   第 4 章各項目の枠組については、原案のとおりとし、本日の審議会の

経過を踏まえ、事務局において、必要な文言の修正・加筆を行ない、基

本計画全体の審議終了後、再確認することとした。 

 

エ) 第 5章 連携を強め地域を支えるネットワークの創造 

   第 5 章各項目の枠組については、原案のとおりとし、本日の審議会の

経過を踏まえ、事務局において、必要な文言の修正・加筆を行ない、基

本計画全体の審議終了後、再確認することとした。 

 

 

４．その他 

（１）次回審議会開催日程について 

    第 7回審議会の開催日程について、次のとおり調整した。 

日時：平成 20年 7月 15日(火) 午後 1時 30分から 

場所：木津川市役所第 2会議室 

 

（２）その他 

      特記事項なし。 

 

５．閉会 

会議経過

要 旨 

１．開会 

 

２．会長あいさつ及び議事録署名委員の指名 

 

３．議事 

（１）審議事項 

①総合計画(基本計画)について  (配付資料 資料‐1、基本計画検討資料) 

基本計画について、事務局より資料を基に説明し、次のとおり確認した。 

ア) 第 5回総合計画審議会における主な意見等について 

第 5 回総合計画審議会及び審議会終了後に提出のあった意見等について、事務

局より資料‐1を基に説明し、意見の内容を確認した。 

なお、特段、追加・修正意見はなかった。 

 

イ) 第 3章 誰もが安心して暮らせる福祉都市の創造 

第 3章について、事務局より資料を基に概要を説明の後、内容について審議した。 

主な意見・質疑等は次のとおり。 (○…質疑・意見、▶ …質疑に対する返答) 

      ①「地域防災システムの充実、安心・安全な生活環境の整備・充実」に関す
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るもの 

       ○主な事業等に市有公共施設の耐震化が掲げられているが、市内小中学校

の耐震化率はどの程度か。 

        ▶ 義務教育施設の耐震補強工事については、地域によって進捗状況が異

なるが、市全体で約 79％の耐震化が完了しており、府の平均約 69％より

進んでいるといえるが、今後も取り組んでいくべき事業である。 

         国においても、早期に耐震補強を進めるため、財源措置策を充実させ

る方針であることから、市として計画的に取り組んでいく。 

 

       ○現在、市内のゴミの一部について、約３万円/tにより処分を委託してい

ると聞いているが、焼却場建設についてはどのような方針か。 

        ▶ 新市基本計画では、ゴミ処理について本章で記述していたが、基本計

画では第 6章で記述している。 

清掃センターについては、庁内にプロジェクトチームを設置して検討

を進めており、検討結果を踏まえて記述内容を検討していく。 

 

       ○中央分離帯に街路樹や雑草が繁茂し、見通しが悪くなっている箇所があ

る。交通安全の視点からも、適正な道路維持管理を行うことを記述する必

要があるのではないか。 

 

       ○消防団員の確保の強化は、新興住宅地で団員の確保が困難な現状も考慮

しているのか。 

        ▶ ご指摘の点も含め、組織強化を進めていきたい。 

 

      ②「ともに支えあう地域福祉の充実」に関するもの 

       ○去る 5 月 28 日に、地方分権改革推進委員会から第１次勧告が出され、2

年後を目途に基礎的自治体へ権限委譲をおこなうべき事務案が示された。   

特に、福祉分野は移譲項目が多いため、そのような観点からも事業の検

討・確認をしておいてはどうか。 

        ▶ たたき台は、担当課へのヒアリングを基に構成しているが、ヒアリン

グ実施後に勧告が出されているため、ご指摘の点については、今後、庁

内ワーキングチーム等において確認していきたい。 

 

       ○救急医療体制の充実は、先の住民アンケートでも約 8 割の住民が要望し

ている重要な取り組みであるが、府県界に立地している本市の特性を活か

した、奈良市等との連携による対策も検討されているのか。 

       ○防災関係についても、医療と同様に広域連携について、確認する必要が

あるのではないか。 

        ▶医療及び防災に関して広域連携の状況について、関係課に確認し、補強

を検討していく。 

 

       ○本市での、徳州会の新病院建設については、建設の断念が報じられてい

たが、それに代わるあらたな病院の誘致は検討されているのか。 

        ▶ 病院の新たな誘致に関する情報は把握していない。 

救急医療体制の充実については、相楽地域における中心的な医療機関
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である山城病院における医師不足や夜間医療体制等が課題であることか

ら、関係機関と連携し、課題解決を図る必要があることから記述してい

るものである。 

         上記の課題解決に向けて医師会等との協議の場が持たれているが、さ

らに推進する必要性から、この項目を掲げている。 

 

       ○地域福祉充実のための取り組みとして、相楽療育教室について、市とし

ての取り組みについて検討を進めるとあるが、語尾の表現が他と違う理由

について。 

        ▶ 相楽療育教室については、近隣団体と共同して運営しており、本市の

みで具体的な取り組み方針を決定できないため、このような表現になっ

ている。 

 

       ○山城病院に併設された介護老人保健施設について記載されていないが。 

        ▶ 意見を受けて、補強を検討していく。 

 

 

ウ）第 4章 豊かな心を育む教育・文化の創造 

第 4章について、事務局より資料を基に概要を説明し、会議結果要旨のとおり確

認した。 

主な意見・質疑等は次のとおり。(○…質疑・意見、▶ …質疑に対する返答) 

       ○「子育て支援 No.1」を掲げる本市としては、保育園や幼稚園、給食等の

子育てに関する施策について、本市の魅力を伝え、住みたくなるような表

現を検討する必要がある。 

         ▶魅力が伝わるような表現を検討していく。 

 

        ○幼保一元化について、市としてどのように考えているか。 

         ▶ 全国的には、幼児・児童の減少を背景に待機児童の解消等のため、幼

保一元化が検討されているが、本市は子どもの数が増加しており、全国

的な少子化とは違った傾向である。この状況を考慮した上で、検討する

ことが必要であると考えている。 

 

○児童クラブの充実と放課後子どもプランが別の項目に記述されている

が、本来、放課後子どもプランは児童クラブとの統合を前提としているの

ではないか。 

         ▶ 実態としては、国においても文部科学省と厚生労働省が個別の事業を

展開している。 

          現状では、教育委員会が試験的に放課後子どもプランに取り組んでい

るとこである。 

 

        ○福祉に関する支援のネットワーク化が掲げられているが、地域でネット

ワークを支えるボランティアなどの人材育成に関する項目を充実させる必

要があるのではないか。 

         ▶ 先に実施した住民アンケートでも、ボランティア活動への関心は高い

ものの、参加率は低いという結果となっており、意見を受けて、補強を
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検討していく。 

 

        ○ボランティア・福祉教育は、小学校などの幼少期からから実施すること

が望ましいと考えている。 

         以前、恭仁小学校を福祉教育指定校に指定し、「くに 18」と題して高齢

者への配食等の取り組みを民生委員と協力して実施していた。その活動に

参加した児童の中には、現在でも「くに 18」として活動を継続しており、

防災ワークショップなどでも中心的な役割を担って活躍するなど、人材育

成に大きな効果があると考える。 

         ▶ 福祉に関する人材育成は必要であり、第 7 章の協働に関連して記述す

ることも含め、補強する方向で内容を検討していく。 

 

        ○生涯学習の推進について、施設整備に重点が置かれているように感じる

ので、ソフト事業の取り組みに関する項目を分離し、記述してはどうか。 

         また、ニュータウンなどにおいては、公民館等を活用した子育てサーク

ル等を実施すれば、子育て世帯の支援に繋がっていくのではないか。 

         また、公民館を公民館活動の場だけでなく、生涯学習の場と捉えること

で、生涯学習全般の拠点としてひろがりが出るのではないか。 

         さらに、主な事業等へ、公民館等を使った自主サークル活動の支援を追

加できないか。 

         ▶特に旧木津町、山城町域において、公民館サークル等の活動の場の確保

に苦慮されていると聞いている。旧木津町では、庁舎北別館で多くの方が

活動されているが、料金面などから当施設へ利用者が集中し、順番待ちも

出ている。そのような現状を考慮した表現としたが、意見を受け、表現を

検討する。 

 

        ○子どもの可能性を伸ばす教育の推進として、「学校教育の充実」と「地

域の特徴を活かした教育内容の充実」が記述されている。 

地域の特徴を活かした教育内容の充実の一つとして社会教育とのタイト

ルについては誤解が生じるのではないか。 

         また、福祉に関する体験学習が増えてきており、重要な取り組みである

ため、その項目を追加してはどうか。 

         基本方針については、歴史・文化を補強するべきである。 

         ▶ 意見を受けて、趣旨が十分伝わる表現を検討する。福祉教育及び歴史・

文化についても、補強を検討していく。 

 

        ○京都府は、全国でも自殺者の増加率が高くなっていることから、これに

対する対策が課題となっている。木津川市の状況については、わからない

が、自殺防止の取り組みを検討する必要はないのか。 

         ▶ 本市の状況について確認し、検討していく。 

 

        ○自殺の問題については、どの分野に記述するか難しいが、ライフスキル

教育の視点から、本章への記述も含めて検討してはどうか。 

 

        ○市独自の取り組みとして、各小学校へガードマンを配置しているが、そ



 

 

 6 / 8 

 

の取り組みは記載しないのか。 

         ▶ 今後も継続実施する予定であり、主な事業等に追加する。 

 

エ）第 5章 連携を強め地域を支えるネットワークの創造 

第 5章について、事務局より資料を基に概要を説明し、会議結果要旨のとおり確

認した。 

主な意見・質疑等は次のとおり。 (○…質疑・意見、▶ …質疑に対する返答) 

        ○JR木津駅と庁舎周辺は、将来の中心市街地となる場所であり、JR木津駅

東西アクセス道路については、十分検討した上で、将来的にも良い方法を

選択する必要がある。 

         ▶ 都市計画課とも協議し検討していきたい。 

 

        ○交通網の整備について、現状への対策が示されているが、将来のまちづ

くりのビジョンが見えにくい。他市では、路面電車等によるまちづくりが

実施されるなど、交通とまちづくりに関するビジョンを示し、取り組みを

進めているところもある。今後、住民の移動手段として自動車を前提とす

るのか、自転車等の利用を前提とするのかなど、示す必要があるのではな

いか。 

         また、JR 木津駅周辺の整備についても、誰を対象とするのか、観光客を

対象にした場合も、どのような移動手段による観光を前提とするのか、そ

れらを含めたビジョンを検討するべきではないか。 

         自転車を利用した観光では、嵐山から木津までは木津川沿いの自転車道

が整備されているが、そこから奈良へかけての整備がなされていない。 

         ▶ 市として、どこまでのビジョンを示せるか課題はあるが、現在も一定

のビジョンを持ちながら、検討を進めている。 

          旧 3 町間のネットワーク構築のため、木津川架橋を含めた天神山線の

整備、府道天理奈良加茂線の拡幅、国道 24 号、163 号の渋滞緩和が必要

である。 

          また、現在取り組んでいる公共交通の再編についても、マイカーから

生活交通のバスを含めた公共交通へのシフトや、バスによる観光等をテ

ーマとして、協議会を設置し検討している。今後、再編方針がまとまっ

てくれば、基本計画へ反映させていきたい。 

 

        ○多くの事業が盛り込まれているが、予算との関係も含めて検討し、実現

可能な計画にしていくべきである。 

         地域内生活道路網の整備は、他の道路の整備の部分と比較し、整備の方

針、方向性が分かりにくい。表現を充実する必要があるのではないか。 

また、市道 335 号は、地域間と地域内のどちらの道路整備にも記述され

ており、位置付けが曖昧である。 

         ▶ 道路整備については、意見を受けて補強していく。 

          市道 335 号については、庁舎周辺整備を含めて考えていたため、この

ような表現となっているが、表現を検討する。 

 

        ○JR駅舎再生業務委託事業とは、どのようなものか。 

         ▶ 旧山城町内の JR 駅舎について、有人化のために人の配置を委託してい
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るものである。 

 

        ○木津川の水辺環境の整備について、親水公園も必要であるが、木津川歴

史散歩道のような、歩道やサイクリングロードの整備も必要ではないか。

現在、加茂浜(港)周辺で当時の景観を想起させるため、竹薮の整備を実施

しているが、周辺を安全に散策できる道がない。 

          また、加茂駅前の市道を借りて、季節限定の観光案内所を設置している

が、観光客のニーズは高い。よって、そのような取り組みについても、検

討してはどうか。 

 

        ○第 5 章については、多額の費用を要する事業が多く、個々の事業の実施

主体を明らかにするとともに、現在の進捗状況を含めた整理が必要ではな

いか。 

         ▶事業については、様々な実施主体の事業が含まれているが、具体的に関

係機関と協議が進んでいる事業もあり、その内容も盛り込んでいる。木

津川沿いのサイクリングロード整備等についても、会議等で意見の出て

いる項目であり、市として推進の方針を明らかにするため、盛り込んで

いく必要がある。 

          また、財政計画の枠組みの中で、ここに掲げた事業に優先順位を付け、

ビジョンを持って計画的に事業を進める必要がある。 

 

        ○本市にとって歴史的にも重要なネットワークとして、加茂と奈良を結ぶ

旧伊賀街道についても記述する必要があるのではないか。これは、大仏鉄

道などにもつながっていくネットワークである。 

         ▶ 旧伊賀街道については、基本構想部分でも触れているため、具体の施

策を記述することは難しいが、基本方針へ盛り込んでいく。 

 

       ○計画的な土地利用による豊かな都市形成の中で施策の実現に向けた主な

取り組みの２項目目について、各クラスターとその他地域に関わる部分に

ついて、文章を分けた方が勘違いしないのではないか。 

  ▶ 表現を改める。 

 

        ○計画的な土地利用について、木津北・東地区の土地利用については、当

地区に鹿背山城跡やオオタカが存在することから、歴史文化や自然との共

生を考慮した土地利用計画の検討が必要であると考えるが、土地利用の方

向性について、記述できないか。 

         ▶木津北・東地区の土地利用については、今後、担当課や市長と調整する

必要があることから、本日は意見としてお伺いしておく。 

 

 

        ○(議長)本日も、多くの貴重なご意見をいただいた。本日の意見は、事務

局で要旨をまとめていただき、次回の審議会で確認する。 

本日の審議で、第 5 章までの大まかな内容はご確認いただいたものとし

て、今後の議論の中で必要があれば、立ち返って検討することとし、次回

は第 6章から審議することとする。 



 

 

 8 / 8 

 

          ▶ ご意見・ご指摘による補強等については、全体の議論を踏まえて最終

的に調整したい。（事務局） 

 

 

４．その他 

（１）次回審議会開催日程について 

   平成 20年 7 月 15日午後 1時 30 分から、本庁第 2会議室にて開催とする。 

 

 

５．閉会 

以 上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

特記事項 
特になし。 
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