
 
別記様式第１号（第５条関係） 

総合計画審議会 会議経過要旨 

会 議 名 第２回木津川市総合計画審議会 

日 時 
平成 25 年７月 10 日 

午後３時～午後５時 10 分 
場所 木津川市役所５階 全員協議会室 

委 員 

■真山 達志（会長）  ■土山 希美枝（副会長） 

■髙味 孝之 

■坂本 利紀       ■福本 桂子    ■水野 勝夫 

□稲田 進       ■金川 光子    ■久保 恭子 

■高岡 善夫       ■中津川 敬朗   □西澤 浩美  

■平田 克子        ■湯瀬 敏之 

※□：欠席者 

その他出席者 株式会社地域未来研究所：田渕氏、義浦氏、倉嶋氏 

出 席 者 

庶 務 

事務局  

学研企画課：尾﨑公室長，尾﨑課長，奥田課長補佐，楠見主任 

      杉田主事 

 

議 題 

 

１．開会 

２．議事 

（１）報告事項 

①市民アンケート調査結果について（中間報告） 

（２）その他 

３．閉会 

 

会議結果要旨 

 

１．開会 

事務局より開会を宣言した。 

 

２．議事 

（１）報告事項 

①市民アンケート調査結果について（中間報告） 

「資料 まちづくりに関するアンケート調査報告概要（最新情報版）」、

「木津川市のまちづくりに関するアンケート調査中間報告（平成 25 年 6月

28 日までの回収分）」、「まちづくりに関する市民アンケート集計結果（評

価項目部分）及び中学生アンケート集計結果（平成 25 年 6 月 28 日までの

回収分）」を用いて、木津川市のまちづくりに関するアンケート調査及び

中学生アンケート調査について、平成 25 年６月 28 日までの回収分の集計

結果を報告した。 

 

（２）その他 

①財政収支見通しについて 
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「木津川市総合計画前期基本計画財政収支見通しにおける比較表」を用い

て、財政収支見通しについて説明した。 

②次回審議会開催日程について 

次回審議会は、９月中下旬に開催することを通知した。 

 

８．閉会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会議経過要旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．開会 

運営内規に基づき、会議録の署名委員として、坂本委員を指名した。 

 

２．議事 

 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）市民アンケート調査結果について（中間報告） 

（平成 25 年６月 28 日までの回収分） 

 

  ○判定基準に基づいて良いものから羅列されているなどの整理方法はどう

か。また、自由記述が一番重要だと考える。○を付けるだけでは意外と本

音はつかめないが、自由記述ではそれができる。自由記述には、1つの回答

の中に幾つもの要素が含まれている。あとからソートをかければパレート

図ができるし、また貴重な言語データがまとまる。ぜひこれをまとめたも

のを見せていただきたい。 

 

  ○今後の分析についてアイデア等をいただいたので、それも参考に最終的

な分析結果をまとめていただきたい。 

 

○サンプル数から見るとよほどの偏差が無い限りは、全体像は見えたと思

う。 

どちらとも言えないという回答が多い部分は、当事者でないと回答・判

断ができないと項目が多いと思われる。回答者の 50％以上が 60 代以上とな

っているが、保育・子育てに関する設問を子育て世代（30～40 代）等を抽

出して分析すると、保育・子育てサービスに対する満足度が別の局面で出

てくる。設問によっては年齢別の分類を見ていただきたい。 

市民の任意活動への参加について、結果がほぼ変わっていない。東日本

大震災以後、全国的にも意識が高まる中で地域とのつながりや NPO 活動な

どが盛んになっている。木津川市でも同様の傾向が見られると思うが、数

字に表れていないので、もう少し分析が必要である。 

単純に回答者の年代のせいとも言い切れない。市としての支援体制や社
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会情勢など、分析が必要である。総合計画の中でも市民の自発的な活動は

継続的に重要な課題になっていくだろう。部署が持っているデータ等も踏

まえ、もう少し考える必要がある。 

問１の 22～24 の項目は、どちらともいえないという回答が多いが、市の

政策として有効な施策が打てるかは疑問がある項目である。よってニーズ

があるからといって取り組むとは限らない。 

問１の 10 の項目等は、市としての特徴が出てくる部分であると思われる

ので、どの世代がどんなニーズを持っているのか見ていく必要がある。 

地域ごとのデータが無いのは非常にもったいない。 

例えば合併後の木津川市への愛着について非常に高い数値が出ている

が、本当にどうなのかは地域ごとに見ないとわからない。なぜならどの地

域から多くのサンプルがきているかわからないためである。 

また、木津川市に何年居住しているかという問いについては、今の地域

に居住して何年かという問にすればよかったのではないか。 

数字から見ると、もともと木津川市に住んでいる回答者が多ければ、合

併によりまちが大きくなったという認識からプラスの方に出す傾向にあ

り、その他の地域の回答者の認識が見えなくなる。 

生活道路の問題の例も挙がっているが、この結果ではどの地域かがわか

らない。今後の同様の調査では、回答者のプライバシーも含めて、郵便番

号程度はデータに入れておくことを勧める。 

 

  ○まだ単純集計の段階なので、これから年齢・性別・地域のクロス集計を

見ることでアンケート内容が総合計画に反映されていくと思う。 

合併後の木津川市のまちづくりについて、合併後６年経過したが、「どち

らともいえない」という回答は本音だと思う。評価しているか評価してい

ないはなかなかはっきりと回答できない。なぜはっきり回答できないか、

もう少し掘り下げて考えていく必要がある。 

市全体の総合計画だけではなく、地域を加味した総合計画を策定してい

ただきたい。 

 

  ○今からの地域特定は可能か。また、サンプルにナンバリングをしていな

いのか。郵便番号を含まない形で入力しているのか。 

→地域特定は困難である。ナンバリングはしていない。郵便番号も回答

者が封筒に記載していない限り把握はできない。 

 

  ○この調査に限らず、統計は地区ごとにとるべきである。 

例えば生活道路や施設のニーズを施策として展開しようとした時に、地

域もわからないまま効果的な施策展開が可能なのか。 
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   →今回の調査では、前回審議会の結果に基づいて、個人情報の意味合い

でのデータの特定ができないようにという点や市域の一体性を重視した

ので、地域ニーズの把握はしてないというのが実態である。 

 

  ○前回の資料を拝見していると、地域としてはこだわらないという意識の

もとに調査したと理解している。 

   コミュニティバスなど地域性の高い課題については、地域ごとの声を吸

い上げる必要があるが、アンケートでここまで吸い上げるのは不可能であ

る。 

行政として考えた場合、あまりアンケートに頼りすぎない、また、地域

ごとの計画を策定するわけではないので、全体として市民の意見をとらえ

るためのアンケートとして割り切る必要がある。むしろ、それぞれの施策

を行うにあたって、すでに住民の意見はかなり聞いている。引き続き行政

が各事業において、サービスの努力をすることが、住民のためになるので

はないか。 

 

  ○今回は単純集計ということなので、感想レベルの話し程度のみしかでき

ないが、アンケートは計画策定の中で非常に重要な要素の一つである。今

回の結果では平成 19 年との比較で見ると満足度が軒並み増えており、不満

足度が減りつつある。 

全体的に市民の満足度が高まりつつあるとなると、逆に今後の施策の力

点の定めどころが判断しづらくなる。 

今回のアンケートを根拠にしつつも、市としてどのような方針を打ち出

すのかを最終的には市が責任をもって出していただきたい。その方針の根

拠として、アンケートが使えると思う。 

地域の問題というのは、前回の審議会でも意見を出していただいていた

が実施していない。地元の住民だからこそわかる地域の実態も取り入れな

がら計画づくりをしていかなければならない。 

行政にどういうことを期待するかという質問については、色々なことを

やってほしいとの意見となっているが、その中で市として絞りこんで打ち

出していくという判断・決定が計画作りの中で非常に重要となる。 

 

  ○中学生アンケートについて学校ごとの集計は可能か？ 

   →困難である。 

市民アンケートと同様に校区ごとの把握は必要ないと判断している。 

 

  ○防災についてであるが、州見台では、建築基準法改正以前の建物はほと

んど無く、震度６、７の地震が発生しても倒壊はしないと考えている。 
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しかし、木津川市全体で見ると、10 年前のデータだが、震度６、７の地

震が発生した場合、被害を被るのが 7800 棟、全壊 4400 棟とある。余震な

どを考えるとさらに被害が出ると思われる。そのような大きな問題がある

ので、やはりデータを木津川市全体で見るのではなく、層別で見直しを行

い、重点的に手を打たなくては地震対策には手が届かない。 

議会で、耐震改修、簡易改修に対して補助を行うと聞いたが、大きい地

震が来た場合どうなるのか。ある程度方向性を住民に打ち出す必要がある。

そのためにもデータを層別に分けなければならない。 

   →防災対策・地震対策の場合は、市民のニーズも大事だが、被害予測や

ハザードマップを活用しながら、どこを重点的に対策していくというの

は、都市計画や防災の担当課などで検討されているだろう。検討結果を

計画に盛り込んでいくことで、地域ごとの重点的な防災対策の方向性や

特徴が出てくると思う。 

実際に対策を打つときに、市民は何を望むのかを優先順位をつけなけ

ればならないが、その時にアンケート結果が役立つのではないか。担当

部署にもお伝えいただきたい。 

 

  ○今後の木津川市を考えたときに、木津川市の農業はどうなっていくのか。

→今後の日本の農業は国全体としてどうなるのかが議論されている中

で、木津川市では農業をどう位置づけていくのか、農地をどう生かして

いくのかは重要な要素である。そのあたりについても明確な方針を打ち

出せればよいと考えている。 

 

  ○問７の福祉に対しての設問は興味があった。この結果を参考に、今後の

民生委員活動に活かしていけると思っている。 

どのような福祉施設を望まれているのか、また、どのように整備するの

か等が、もう少し詳しくわかれば良い。 

高齢者だけの世帯への訪問や地域全体での見守りというのは実施してい

るが、アンケートを見て一人暮らしではなくても昼間独居の問題があるこ

とを感じた。今後の参考にしたい。 

 

  ○問５のようなニーズを複数回答で聞いているもの、子育てや介護に関わ

るものは、年代毎の積み上げグラフが見えるようにすると、巻き込みたい

年代などがわかるので良いと思う。 

 

  ○このようなアンケートの取り方なら、全国どの場所でやってもおそらく

結果は一緒ではないか。アンケート結果を木津川市でどう活かすのか。 

高齢者がほとんどを占めている中で、サイレントマジョリティをどう活
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かしていくべきか。また、最終的にこのアンケートをどう活かしていくの

か。 

→総論的な問題では、差がでないだろう。 

問６で救急医療体制を充実させるという意見が大きく減っている。こ

れには休日診療所の開設の効果とみることができる。 

休日診療所の設置が、救急医療体制について一定の安心感を与える効

果を持ちながらも、だからもっと充実したいというニーズがあるという

ことが読み取れる。 

このようにアンケートの項目によっては、政策の効果を継続的に読み

解けるものもある。 

前回との比較や近隣市との比較では似た結果になるかもしれないが、

都市部などでは、今回の設問項目にあるような自然に関する項目自体が

入ってこないということもあるだろう。 

地域特性を図るということはアンケートの重要な目的である。地域特

性や政策の効果を読みとれるか、また前回と今回の比較で変わっていな

いということはなぜか。 

このようにデータそのものを深く読んでいくというのは可能である。 

 

  ○木津川市の救急医療の体制は、前より悪くなっていると思うが、それが

反映されていない。前回アンケートでの質問の仕方がわからないが、質問

の投げ方によって回答が変わってくるのか。ニーズが下がったことが不思

議である。 

選挙の世論調査の例でもあるように、意識と数値の違いをこのアンケー

トにも感じる。 

→数値がでているので、意識と数値の乖離をどうみるか。 

救急医療体制は良くなっていないのに、こういう数字が出るのかとい

う疑問が出るのであれば、見方が違うのか関心の問題などがあるのでは

ないか。 

アンケートに頼り過ぎないという話もあったが、数字が出ているのは

事実であるのでどう読み解くのか。一方で、事実を隠してしまうような

設問に対してはチェックが必要である。 

 

  ○一般的な質問だと、同じような傾向があると思う。あまりばらつくと、

統計学が信用出来なくなる。 

市民の意識のあり方がわかるだけでもアンケート調査に意義はある。他

と同じなのであれば、木津川市としてどう進めていくかを考えていかなけ

ればならない。 

そういう意味で、アンケートはバックデータとして使っていくのが良い
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のではないか。 

 

 ○良いアンケートを取られたと感じる。クロス集計し分析を行った後、職

員が市民と向き合うときの礎となればよいと考える。 

市に対して期待していない項目について、どちらでもいいという回答に

なるのであれば、意識を向けるにはどうしたら良いかを考えることが重要

である。 

具体的な事業計画などについては、日常の住民とのやり取りの中でフレ

キシブルに対応していくことが大事である。それができるのが基礎自治体

であると思う。 

回答者に対し、結果がどう生かされたかをＰＲすることも大事である。 

 

 （２）財政収支見通しについて 

  ○市内の工業生産出荷額は把握しているのか。 

また、企業誘致の場合の雇用はどのように把握しているのか。 

→各種国政調査等にて把握されているか確認する。 

雇用関係であるが、京都府の制度に基づいている。補えない部分につい

て市の制度として 1 名以上とさせていただいている。 

 

  ○木津川市の産業・農業・工業を含めて、基礎データ部分は、計画書の中

に資料編として入れることが可能と思う。統計集的なものがあれば、委員

の皆様に参考程度用意して頂ければと思う。 

   →成果指標の中で出てくるものについては、お示しする機会がある。 

 

 ○数値を見ていると、京都府下では平均的である。５年間で悪くなってい

るわけではないが、劇的に良くなっているわけでもない 

放置しておけば悪化していくので、それなりの努力もあったと思われ、

なんとか計画の範囲内に収まっている。 

今後、新たな計画において、財政をより健全なものにしていくかが大き

な課題になる。今後は、以前ほど人口増加は見込めないが、景気は良くな

りつつあるといわれている。これまでの景気低迷の中で、現状維持してき

ていると思う。 

参考資料であるので、財政状況の判断材料に使っていただければよい。 

 

３．その他 

（１）次回審議会開催日程について 

   次回の審議会は９月の中下旬を予定している。 
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そ の 他 
特 記 事 項 
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