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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３回木津川市総合計画審議会 

日 時 
平成 25年 9月 18日 

午後４時～午後６時 40分 
場所 木津川市役所 第２北別館２階会議室 

出 席 者 

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 

その他出席者 株式会社地域未来研究所：田渕氏、義浦氏 

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（確定版） 

②木津川市総合計画前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課

題と方向性について 

（２）協議事項 

①木津川市総合計画後期基本計画（骨格案）について 

（３）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（確定版） 

「資料 まちづくりに関する市民アンケート集計結果及び中学生アンケ

ート集計結果（評価項目部分）」、「木津川市のまちづくりに関するアン

ケート調査報告書（確定版）」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集計結果について、事務局から

報告があった。 

 

②木津川市総合計画前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課
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題と方向性について 

「資料 前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課題や方

向性」｢資料 成果指標と目標数値の現状｣を用いて、施策目標毎の成果指

標及び前期基本計画における主な取組実績、後期基本計画策定に向けての

課題や方向性について、事務局から報告があった。 

 

（２）協議事項 

①木津川市総合計画後期基本計画（骨格案）について 

「資料 後期基本計画の構成（骨格案）」「資料 後期基本計画の施策

体系（骨格案）」を用いて、後期基本計画の骨格案について協議した。 

 

（３）その他 

①次回・次々回審議会開催日程について 

「資料 総合計画後期基本計画策定スケジュール（修正版）」を用いて、

今後の審議会は、次回 10月 10日（木）17時から、次々回 11月 18日（月）

17時から開催することを通知した。 

 

３．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福本委員を指名した。 

 

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）①市民アンケート調査結果について（確定版） 

 

  ○交通の関係について、通勤・通学の交通の便利さや生活道路の便利さにお

いて、満足も不満も多くなっている。これは、暮らしの中で身近に実感して

いることについては、明暗が分かれていることを示している。気になったの

は、生活道路の問題については、自動車利用者が多く、具体的な問題意識を

持っている人が非常に多いため、自由意見が多いことである。概ね満足して

いても、局地的に不満や問題点を持っている場合は、数値的に多くなくても

自由意見が多いことを重要視した方が良い。 

高い評価を受けている下水道整備・水洗化の状況については、自由記述欄

で水道料金が高いとの意見が非常に多い。これは、水洗化の整備は進めるほ

ど、水道料金が高くなる傾向にあるためだが、このことについても、自由意

見から拾い上げるようにした方が良い。 
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ボランティア活動のところについては、やってはいないが、できる範囲

でやりたいと思う人が多いのは、重要なポイントである。しかし、ボラン

ティア活動は、市民の任意の活動に関わることであることから、市が音頭

を取って盛り上がるというものではない。自由意見のところでも、自治会

の現状についての意見もあるので、様々な意見を意識する必要がある。 

 

  ○アンケート結果だけを見ると、ある一定の地域で開発が進み新興住宅が整

備される一方で旧来の住宅地もある市によく見られる典型的な回答のパタ

ーンが見られる。 

地域活動については、現地点では、地域との関わりを持っていないが、今

後は何らかのかたちで関わりを持ちたいと考えている方が多くなっている。

これをどのように市が受け止めて、どう関わっていくかというところは難し

いところである。最近、全国各地でまちづくり協議会や条例をつくって、学

区毎に活動をするところもある。地域において、コミュニティ活動を導入す

ると、うまく展開する地域もあるが、一方で展開できない地域も生じてくる

ので、地域の自主性、意識をうまく活かせるようなコミュニティ活動支援を

していく必要がある。 

それ以外には、下水道以外の社会生活基盤については、必ずしも満足度

が高いわけではない。このため、今後、整備を進めていく必要があるので

はないかと思われる。市民ニーズという点では、インフラをどのように整

備していくかということが重要になっている。一方で、自然に対しての評

価が高いので、いかに自然と調和したかたちでインフラ整備を進めていく

かが直面している課題ではないかと思われる。 

 

  ○地域毎の課題がわからないので、これでどう判断すれば良いのかが難し

い。しかし、自由意見から地域毎の課題がわかるような気がするので、自

由意見から吸い上げてはどうか。 

 

  ○自由意見の分類方法として、1つの質問項目毎に整理しているが、１つ

の自由意見に 3～4つの質問項目の内容が入っている。このため、他の整

理方法で整理した方がわかりやすいのではないか。また、自由意見の方が、

重要な内容を含んでいるのではないか。 

 

   →自由意見については、どう処理するかというのは検討課題ではある。市

民の生の声や具体的な意見はとても参考になるが、何らかの分類整理をし

なければ使えないという面もあるので、別途検討したいと思う。 

アンケートは市民の声やニーズを把握する重要な情報源だが、逆にア

ンケートだけで考えていくわけではないので、検討の中で参照しながら
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進めていきたいと考えている。 

 

②木津川市総合計画前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向 

けた課題と方向性について 

  ○H25実績とは、いつの値を使用しているのか。 

   →直近の H24実績の値を使用している。 

 

  ○「資料 前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課題や方向

性」の 9ページの環境への負荷が少ない循環型社会の構築において、環境省

では循環型社会形成推進基本法を定めているが、ここでは落とし込まれてい

ない。この場合、木津川市で事業を行う事業者は、ISO14000 の認証を取ら

なくて良いということにならないか。クリーンセンターの建設推進では

ISO24000に取り組んでいる。国道 24号沿線で石綿が使われていた建物の解

体作業をしていた事業者は、周りへの配慮を怠っていたのではないか。 

また、3ページの成果指標において、木造住宅耐震診断件数があり目標

が達成されているが、このような目標値を設定する場合、もう木津川市で

は災害が起きないと思われるのではないか。 

  ○本日挙がった意見については、どのように反映されるのか。 

   →頂いた意見については、担当課に報告し、どのように反映できるか調整

させて頂く。そして、その結果は、次の審議会で報告させて頂きたいと思

う。 

9ページの環境への負荷が少ない循環型社会の構築については、環境

省が示している内容について、市として取り組まなければならない内容

を取り上げている。細かい内容も含めたかたちで、このような表現を使

わせていただいている。また、石綿の建物については、法律に基づいて

関係機関に届出を出して、解体しなければならないようになっている。 

 

  ○9ページの環境への負荷が少ない循環型社会の構築について、市として、

ごみ問題に重点を置き過ぎていると思われる。後期基本計画策定に向けての

課題や方向性では、大きな枠組みで、取りこぼしがないようにした方が良い

のではないか。 

3ページの地域防災システムの充実、安心・安全な生活環境の整備・充

実において、エネルギー普及について触れなくても良いのか。京都府の計

画では、けいはんな地域において、エネルギー自給率を上げることを掲げ

ている。また、木津川市ではメールでの警報勧告の整備について触れられ

ていないので、情報提供の充実についても盛り込んではどうか。 

  ○環境については、自然エネルギーに関して関心が高まっているので、市と

してどのようにとらえていくのかを含めて、総合計画で考えて欲しい。 
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  ○1ページの環の拠点創出事業をはじめ、いろいろな課を跨がる事業や施策

は大変だと思うが、連携して進めてもらいたい。 

   →新エネルギーについては、京都府主導のもと参画させて頂いている。こ

れは、2ページのけいはんな新産業創出・交流センターの活用等による新

産業の創造の部分で含まれている。 

環の拠点創出事業については、現在、準備委員会を設け、今後の運営に

ついての協議を進めている。この事業は、多くの人がその地域に訪れ、地

域の人と交流することによって、地域の人が歴史や文化に対して意識を持

つというモデル事業になるよう進めていきたいと考えている。 

防災対策については、3ページの防災対策事業に盛り込んでおり、市と

して重要な課題と考えている。 

 

  ○総合計画というのは、市政で行われている事業や施策をすべて載せるので

はなく、総合計画としてのリーディングプロジェクト、目玉になるような事

業を抽出して計画として見せるというのが従来の方法である。そうすると、

事業のことを知っている人にとっては、記載されていない事業があると、ど

うなっているのかと感じる。この点については、市が模索する部分であり、

行政が持っている限られた資源をどう使っていくのかにつながる。分野別の

計画を記載していれば、またとらえられ方が変わるのではないか。 

7ページのコミュニティバスの年間利用者が減少しているのが気になる。

交通の足の確保について検討した方がいいのではないか。 

また、11ページの財政状況について、現状については目標値を達成して

いるが、将来においても見えている部分があるので、もう少し記述した方が

良いのではないか。 

 

  ○成果指標が示されているが、総合計画はそれだけではない。ここでは、H19

の前期計画の作成以降の社会経済情勢の変化により、新たに盛り込むべき観

点はないか議論していく必要があるのではないか。 

また、コミュニティバスについては、別の会議にて検討していることから、

総合計画の中では方向性について記述する等、審議会で仕分けをしていけ

ば、自ずと総合計画で盛り込むものとそうでないものが整理できるのではな

いか。 

新たな数値目標を設定することもあるのか。 

   →成果指標は、前期基本計画で設定したものである。これから後期基本計

画を策定するにあたり、新たな成果目標が出てくると考えている。また、

事務局からも成果指標について提案していきたい。 

 

  ○4ページにおいて、今後、介護制度が大きく変わる中で、要介護支援の低
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い方については、各自治体が運営していかなければならないが、木津川市と

してどのように取り組むのかを高齢介護課と調整して頂きたい。 

1ページの木津川市を訪れた観光客数は、どこから引用しているのか。 

→木津川市を訪れた観光客数は、観光動向調査から引用している。この数

値は、代表的な社寺の観光客のほか、ゴルフ場の来場者も含まれている。 

 

→後期基本計画策定に向けての課題や方向性については、各担当課にヒア

リングをした結果が示されている。その結果、各課が、今後、力を入れて

いきたいという施策を盛り込んで欲しいという希望があり、事業レベルの

ものが並ぶ傾向にある。しかし、それぞれの事業で何をやるかは重要であ

るが、審議会で、総合計画の考え方、方向性の部分をしっかりと押さえ、

それに沿ったかたちで具体的な事業を進めていく必要がある。このことか

ら、「資料 前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課題や

方向性」だけでは、今の時代の流れや課題が完全にカバーし切れていない

状態である。そのため、木津川市の計画に何を盛り込んでいくのかについ

ては、個別に検討していかなければならない。 

 

（２）①木津川市総合計画後期基本計画（骨格案）について 

  ○前期基本計画では、3町の合併をいかにスムーズに進めるかに重点が置か

れていたが、現在はかなり進んできた。「資料 後期基本計画の施策体系（骨

格案）」の 2(1)関西学研都市を活用した新たな地域産業の創造という施策

目標があるが、活用したという表現が気になる。木津川市における学研都市

づくりは、木津川市も積極的に取り組んで欲しいことから、主体的に進める

ような表現にしてもらいたい。 

また、「資料 前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課題

や方向性」の事業が「資料 後期基本計画の構成（骨格案）」のⅣまちづく

り施策の方針と主な事業になると思われるが、施策が偏っている気がするの

で、見直した方が良いのではないか。 

 

  ○「資料 前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課題や方向

性」の成果指標については、H25実績と示すのではなく、現在の最新の数値

であることを示した方が良い。 

「資料 後期基本計画の施策体系（骨格案）」の 2(1)関西学研都市を活

用した新たな地域産業の創造については、成果を見てみると、基本的には企

業誘致となっている。おそらく学研都市で生まれた学術的なものを使って、

地域の活性化につなげたいと考えられていたためである。しかし、その部分

については、それほど達成できていないと思われるので、それを踏まえて、

どのような路線で示すのか、学研都市づくりを通じて間接的に企業誘致を進
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めていくのかということは考えた方が良い。 

   

  ○「資料 後期基本計画の構成（骨格案）」のⅡ施策の体系とⅣまちづくり

施策の方向性の方針と主な事業は、施策という表現を使用している。しかし、

Ⅳまちづくり施策という表現は、ハード的なイメージを持つ方もいるため、

混乱を招くのではないか。また、Ⅲまちづくりの重点戦略施策・事業とⅣま

ちづくり施策の方向性の方針と主な事業の関係が理解しづらいので、説明が

必要である。 

まちづくり施策の方針と主な事業（記載例）については、わかりやすくま

とめられているが、アンケート調査結果を反映させた方が良いのではない

か。その時に施策の基本方針に何を盛り込むかについて議論を進めることに

なるが、成果指標を上の方に持ってくると、数値化できる事業に特化してし

まう発想になってしまわないか。また、定性的なもので大切にしなければな

らないところが漏れ落ちてしまわないか。このため、施策の実現に向けた主

な取組の中で成果指標を盛り込むように順序を逆にするとか、それができな

い場合は発想を柔軟にする等の検討をした方が良い。 

 

  ○後期基本計画の構成については、「資料 後期基本計画の構成（骨格案）」

で示されたものを前提に整理を進めることにする。しかし、実際に文章化し

ていくと、わかりにくい部分や混乱する部分が生じるため、それについては

見直しや編成替えはありうる。 

まちづくり施策の方針と主な事業（記載例）については、事業の進捗状況

を把握するために成果指標を示すことは必要なことである。しかし一方で、

成果指標のみがひとり歩きする場合があるので、成果指標の位置づけについ

ては、今後、検討していきたいと思う。 

 

  ○「資料 後期基本計画の施策体系（骨格案）」では、安定した付加価値の

高い農業の振興がひとつの施策としてあげられているが、木津川市の農業・

農地をどのように取り上げていくのかが課題である。 

 

  ○個別計画というのはいろいろあるが、総合計画では、基本的な考え方や方

針を示していく必要がある。このため、大枠が認められたら、各課にどうい

う考え方で進めるのか、そして木津川市として、これまでやってきたことと

今後しなければならないことは何なのかということをもう一度整理しても

らい、「資料 前期基本計画主要事業及び後期基本計画策定に向けた課題や

方向性」を充実させたものを作成した方が良い。その方が、基本計画として

意味の持つものになるのではないか。 

→後期基本計画の施策体系（骨格案）については大枠として認めていただ
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いたため、これをベースに後期基本計画の作成を進める。 

 

 

３．その他 

（１）次回・次々回審議会開催日程について 

今後の審議会は、次回 10月 10日（木）17時から、次々回 11月 18日（月）

17時から開催する予定である。 

 
そ の 他 
特 記 事 項 

 

 

 


