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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５回木津川市総合計画審議会 

日 時 
平成 25年 11月 18日 

午後５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、倉嶋氏 

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）協議事項 

①木津川市総合計画後期基本計画中間案について 

（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）協議事項 

①木津川市総合計画後期基本計画中間案について 

「資料１ Ⅰ序論」、「資料２ Ⅱ施策の体系」、「資料３ Ⅲまちづくり

の重点戦略施策・事業」、「資料４ Ⅳまちづくりの施策の方針と主な事業」、

「資料５ Ⅴまちづくりの推進」、「第５回木津川市総合計画審議会 資料

正誤表」、「別紙１ 後期基本計画の構成」、「別紙２ 財政収支見通し」

を用いて、後期基本計画の中間案について協議した。 

一部意見の修正を加えたものを中間案とすることを決定した。 

 

（２）その他 

次回審議会を、平成 26年 1月下旬に開催することを通知した。 

 

３．閉会 
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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金川委員を指名した。 

 

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木津川市総合計画後期基本計画中間案について 

  第４回審議会指摘事項については以下のように対応している。 

資料４について 

・P8、「施策３ 水・緑・歴史のネットワークづくり」について、「～の検

討といった表現が多く、可能な限り具体的な事業を示すべきではないか。」

との意見があり、再検討の結果「～の検討」といった文言を削除した。 

なお、具体事業については説明文に記載している。 

・P9、「取組２ 木津川及び支流の水辺環境の整備」、「取組５ 旧奈良街道

の保全と環境整備」については、木津川市の他に地元住民や国・府等との

関係機関との調整も必要なことから、現状では「検討」とさせていただい

ている。 

・P17、「取組１ 農業経営の安定対策」について、ほ場整備の補助事業と

しては完了したものではないので、前期計画と同様に記載。 

・P27、「取組１ 災害に強い都市基盤づくり」における成果指標「木造住

宅耐震改修補助活用件数」について、市内の木造住宅における耐震改修の

促進との目的を明確化するために、前期の診断件数から改修補助活用件数

に変更するとともに、制度の普及を目指して、目標数値を 100件と修正。 

・P29、「取組１ 地域防災対策の充実」における「イ）消防・防災施設と

避難所の整備」について、主な事業を「防災備品・備蓄の充実」から、よ

り災害時の対応・避難所の充実対策として明確に記載するために「災害時

に必要な備蓄品及び避難所設備の充実」と修正。 

・全体的には、「総合計画の下位計画となる個々の施策についても記載すべ

き」との意見を受け、庁内全ての施策・計画を精査し、未掲載であった９

項目（交通安全計画の推進、水道事業計画及び水道ビジョンに基づく水道

関連施設の更新、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推進、次世代育成

支援地域行動計画の推進、教育振興計画の推進、生涯学習推進計画の推進、

学研木津北・東地区土地利用計画の推進、人権教育・啓発推進計画の推進、

男女共同参画計画の推進）について追加・修正している。 

 

資料５について 

・市民満足度調査における新規質問項目に関して、一律５%アップを目指す
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ことの妥当性について様々な意見をいただいたが、事務局にて再検討の結

果、前回審議会の通り新規質問項目は一律５％アップとした。 

理由としては、後期基本計画の進捗状況管理のみならず、５年後の第二

次総合計画策定時にも、同様の質問をして進捗状況を比較検証することが

不可欠であると考えたためである。 

そのなかで、前期基本計画における平均上昇率となった５%という目標数

値を定め、毎年１%ずつ上昇させていきたいと考えている。 

・満足度を上げることのみが目的ではなく、毎年の市民の皆様への対応

や個々の事業の積み重ねが重要だと考えている。 

 

  ○資料１の 3P「まちの将来像」に、「市民が主人公のまちづくり」とあるが、

「主役」の間違いではないか。主人公とはヒーローを指すものである。 

また、基本方針に「地域文化の創造」とあるが、「創造」とは初めて作り

出すことであり、今ある基盤を維持しながらであれば、「改革」と表現する

ことが適切ではないか。 

→２点とも基本構想に記載されているものであり、合併を機に、市民の

皆様が主体である・主人公になって形作っていくとの趣旨で策定された

ものであることを理解いただきたい。 

    ご指摘があった箇所は、基本構想から引用してきているものである。

「主人公」については、日本語的には、「中心人物」という意味で「主役」

と似通った解釈が可能ではないか。 

後期基本計画において基本構想部分は修正を行わないので、意見とし

てお伺いしておくことになることを了承いただきたい。 

 

  ○資料４の 5P「歴史的文化的遺産の保全と活用」に「椿井大塚山古墳の保

存と史跡高麗寺跡の保存活用整備」とあるが、椿井大塚山古墳についても

史跡なので、その旨を記載していただきたい。 

また、52Pに「郷土教育の充実」と記載がある。子どもたちが生まれ育つ

という意味で「郷土」という日本語は良いが、本文にある「郷土史家」に

ついては、「地域史の研究者」や「地域の研究者」等に変更してはどうか。 

昔は地域の歴史を検証するという意味で郷土史という考え方があった

が、現代では地域から日本全体との関係を検証し、地域の自立性を求める

ような、地域史という考え方もある。 

→椿井大塚山古墳については、原課に確認し表記を統一させていただく。 

「郷土史家」については、前期計画に倣っていたが、「地域史研究者」に

変更する。57Pにある表記も同様に変更する。 

 

  ○後期基本計画は、前期基本構想等を踏襲するということだが、将来人口
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について平成 30 年に 8 万人、将来的には 10 万人を想定している。これに

ついても踏襲していると考えてよいか。 

また、年齢構成についても今後さらに変化してくることが想定されるが、

そのような面についても加味しておられるのか。 

   →将来人口については、現状の伸び率からいけば達成可能と考えられる

ため、そのままとさせていただいている。 

年齢構成の変化や高齢化についても国の施策と合わせ、加味している。 

 

  ○基本計画の中で、将来人口の推移等を記載する考えはあるか。 

   →推計人口等については、基本構想で記載するものと考えている。 

 

  ○今後、8 万人・10 万人と人口が増加していった場合、どのようなまちづ

くりを行っていくのか。 

職住近接が困難な現代では、会社を退職して初めて、真の意味での木津

川市民デビューとなる。 

このような状態が続く限り、年齢構成比の高齢化は進むのではないか。 

資料 4 の 84P「一人ひとりを尊重するまちづくり」については「ダイバ

ーシティ推進のまちづくり」とすれば性別・年齢・民族・言葉・家柄・家

族構成等の全てを網羅できるのではないか。 

→「一人ひとりを尊重するまちづくり」については、それぞれの内容に

ついて、今後の施策を着実に展開していく必要がある、との意味からこ

のような詳細・具体な表現としている。 

 

  ○今のご指摘は、表現についてのご指摘と思われる。 

カタカナを使うとわかりにくいという指摘もあるが、ダイバーシティと

いう言葉を使ったほうが、概念から阻害される人が少なくなるのではない

かという意味ではないか。 

   →ダイバーシティという言葉がどれだけ一般的に理解してもらえるかと

いう、言葉の定着度が問題となる。 

多様な人を包括しようとした結果、理解し難くなったとなれば意味が

ない。 

施策の基本方針の中にユニバーサルデザインという言葉があるが、こ

の辺りが、定着している・いないの境界ではないか。バリアフリーとユ

ニバーサルデザインの違いを明確に説明できる人はかなり少ない状況と

思われるので、まだダイバーシティという言葉が理解される状況ではな

いのではないか。 

 

  ○後期基本計画がどのように策定されたか・市民の意見をどのように聴取
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したか・内部ではどのように検討されたか等、計画の成り立ちを説明する

ものは記載するほうが良いのではないか。 

また、アンケートについても、どのように受けとめたかということは重

要である。 

自由記述については何も言及がされていない。 

個別に意見をピックアップすることは困難だと思うが、どのように受け

止めたかという言及はあったほうが良いのではないか。 

 →アンケート結果はＨＰにて公表しており、窓口においても閲覧可能で

ある。 

自由記述の活用については、自然景観に関するもの等、多くの意見を

いただいたものについては中間案に反映している。 

また、策定の体制図にアンケート結果を加える。 

 

○資料４について、写真等にキャプションを入れるべきではないか。 

 →最終版では入れさせていただく予定をしている。 

 

○木津川市は学研が占める部分が大きい状況である。 

ＵＲが撤退する中で、都市計画審議会において、高の原地区に高さ制限

を定める方針が決まったと聞いているが、後期基本計画に影響はないか。 

 →総合計画では、具体的な制限についての記載は無いので、現状影響は

無いと考えている。 

   

  ○農業の中で、林業や狩猟の担い手育成という観点はどのようになってい

るのか。 

また、関連するデータはあるか。環境省では、狩猟の担い手づくりのフ

ォーラムを進めている。 

  ○木津川市内でも、被害は多く出ている状況にある。 

   →データは持ちあわせていない。 

資料４の 17P に、「施策６ 安定した付加価値の高い農業の振興」と

して有害鳥獣被害防止に関しての記載があり、免許の取得等について京

都府・木津川市の補助制度として取組みを進めている。これは、担い手

育成に関する施策である。 

 

  ○欠席委員からの意見を紹介いただきたい。 

   →資料１の 5P、将来都市構造における各ゾーンの名称について、「学研市

街地整備ゾーンや木津駅東市街地整備ゾーン等で「検討するゾーン」と

の記載があるが、基本構想の策定後に検討を進め、平成 24 年に学研木津

北・東地区土地利用計画を策定し、整備の方向性を定め、それに基づく
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施策も進めていることから、時点修正として「検討」ではなく「整備促

進」とすべきではないか。」との意見をいただいた。 

こちらについては、基本構想部分のため原則修正しないこととしてい

る。 

状況として、北地区は方向性を示している段階であるが、特に東地区

については今後の検討も含まれているので、このままの表記でとさせて

いただきたい。 

続いて、資料３の 7P の下段に行政の役割の記載があるが、「庁舎だけ

でなく、他の公共施設や道路・公園についても環境にやさしい防犯灯等

の取組むべきではないか。」との意見をいただいた。地球温暖化対策に行

政として取組む必要性から、「庁舎の省エネルギー」から「公共施設の省

エネルギー」へ文言を変更する。 

 

  ○今後の審議会検討の進め方を説明いただきたい。 

   →審議会後に出てくるであろう個別の意見については、会長と相談させ

ていただき、対応を決定させていただきたい。 

現時点での今後の予定は以下となっている。 

   ・12 月議会で議員の方々に説明 

・12/16（月）～1/15（水）パブリックコメント実施 

・1 月下旬までに結果を取りまとめ 

・最終の審議会で確認後、答申 

  

（２）その他 

  次回の審議会は、平成 26年 1月下旬に開催することを通知した。 

  詳細な日時については調整でき次第連絡を差し上げる。 

また、資料は事前に送付させていただく。 

 

３．閉会 

 

 
そ の 他 
特 記 事 項 

 

 

 


