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１．調査の概要 

① 調査の目的 

 この総括調査は、仮称精華町第５次総合計画策定にかかる基礎調査の一環として、

第４次総合計画に基づいたまちづくりの成果と課題を抽出することを目的に実施した。 

 

② 調査の対象 

■調査対象計画 ： 第４次総合計画の基本計画における全１６節及び全４７柱 

■調査対象時点 ： 平成２３年度末時点を基本とする 

 

③ 調査の方法 

■調査実施期間 ： 平成２４年２月２１日（火）から５月２４日（木）まで 

■調査実施内容 ： 

 節（政策レベル）については、住民意識調査結果における満足度や重要度を主

な指標とする総括 

 柱（施策レベル）については、平成２２年度決算に対する行政評価における施

策評価と比較参照し、柱ごとに成果と課題を抽出（ただし、総合計画の基本計

画体系と行政評価の施策評価体系とは一致していない） 

 それぞれの柱において施策の展開方向で具体的記述のあった内容のうち、特に

重要なものについては、「できたこと、できなかったこと」、「引き続き課題と

するもの、課題としないもの」への仕分けを踏まえて記述 

 次期計画において可能な限り柱単位で指標を活用した目標設定ができるよう、

現行施策評価における評価指標で活用できるものを洗い出すとともに、新たに

設定可能な指標についても検討を加える 

 

 

２．調査の結果 

■第１章 人を大切にするまちづくり                P 1 

 

■第２章 暮らしを支え、活力を生み出すまちづくり         P 7 

 

■第３章 人と自然との豊かな関係をめざすまちづくり        P11 

 

■第４章 計画の実現のために                   P18 

 

 



1 

 

第１章 人を大切にするまちづくり 

※この章に係る施策領域の住民意識調査結果 

 

 

■第１節：明日の地域を担う心豊かな人づくり 

各種体験学習の充実や耐震化に重点を置いた教育環境の整備を進めてきた結果、教育環境における

住民満足度は高位の結果となった。今後一層、子どもと家庭の個別の状況への対応力を強めて

いくことが求められる。 

第 1節 

明日の地域を

担う心豊かな

人づくり 

柱：(1)「生きる力」を育てる学校教育の推進 

健全な心身のもと豊かな人間性を培い、質の高い学力を育成するために、

府学力診断テストを活用した学力の充実、国際化対応への外国語活動

の導入、就学指導委員会の機能強化と支援員等の配置、人権教育研究

会活動の推進や生徒指導連絡協議会の設置による全町的な生徒指導

の充実、すべての学校へのパソコンの配置による情報教育の推進、異

校種間の円滑な接続のために「もうすぐ 1年生体験入学」の実施、学

校給食への地元産米や食材の活用などによる食育に取り組んできた

が、さらにこれらの事業の継続と充実を図る必要がある。（指標:府

学力診断テスト結果、生徒指導報告、体力テスト結果）【教育部】 

緑豊かな自然と学研を活用した学校づくりのために、関西文化学術研究都

市推進機構と連携した理科教育の推進、職場体験などキャリア教育の

実施、地域と連携した農業体験などの実施、土曜日を活用した地域と

の協働によるモデル授業の取り組み、ボランティア意識の醸成に伴

い、スクールヘルパーや読書ボランティアの協力、コミュニティスク

ールの推進や学校評議員の設置など地域に開かれた学校づくりを進

めている。今後も、地域との協働により、学校教育活動を推進すると

ともに、児童生徒や学校の地域貢献についても研究していく必要があ

る。（指標：出前授業の回数、キャリア教育参加者数、オープンスク

ールの回数、参加者数）【教育部】 

生涯学習・生涯
スポーツの環境
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教育環境
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児童・生徒の学校生活での安全を確保するため、学校施設の耐震化に努め、

川西小学校の改築などを進め、その際、地域に開放できる配置も行っ

てきた。また、近年の暑さ対策として、普通教室へのドライミストや

特別支援教室への空調設備設置を進めている。今後、精華中学校など

耐震化にむけ早期に改築し、耐震化率 100％を目指す。また、普通教

室への空調設備の設置や大規模改造等に順次取組み、あわせて学校施

設のバリアフリー化や防災機能の充実、地域住民への開放など、快適

な教育環境の整備を進める。さらに、昨今の車社会において、通学路

の整備は不可欠であり、関係機関との協議を進めていく。（指標：学

校施設耐震化率、普通教室空調設備設置率、バリアフリー化率（ＥＶ

設置率））【教育部】 

柱：(2)家庭・地域・学校が連携した社会教育の推進 

むくのきセンターをはじめとする各種施設を活用し、幼児期から高齢期ま

での住民各層を対象とした講座・教室などの事業を実施した。（指標：

講座・教室などの実施回数）【教育部】 

資料の充実とサービスの拡充、広域的図書館ネットワークの推進などを通

して図書館活動の充実に努めたが、今後一層、住民の多様な要望に対

応できるよう取り組みを進めていく必要がある。（指標：蔵書回転率、

町民一人あたり貸出冊数、蔵書数）【教育部】 

少年少女合唱団の設立と活動推進、関係機関との連携による子ども祭りや

まなび体験教室の実施などを通じて、青少年の健全育成に努めた。（指

標：精華町子ども祭り参加者数、精華町まなび体験参加者数）【教育

部】 

柱：(3)体系的な生涯学習の仕組みづくり 

情報化・国際化・少子高齢者社会に対応した学習プログラムを実施したが、

府や近隣市町村、学研都市の大学や企業などと連携した全町的な生涯

学習推進組織の設立には至っていない。（指標：関係機関等と連携し

た事業の実施回数）【教育部】 

 

 

■第２節：誰もが健康で元気に暮らせる社会の形成 

障害者福祉や子育て支援においては、近隣市町村と比較して高いサービス水準にあると総括され、

住民満足度においても一定の評価として表れている。保健・医療の分野においても高位の満足

度となっているが、住民意識においての重要度が非常に高い分野であることから、引き続き取

り組みの充実が望まれる。また、介護保険制度や高齢者医療制度におけるサービスと保険料負

担の均衡をどのように図るかが課題である。 

第 2節 

誰もが健康で

元気に暮らせ

る社会の形成 

柱：(1)ノーマライゼーション社会をめざす福祉の充実 

平成 19 年度に精華町地域障害者自立支援協議会を設置し、障害者基本計

画や障害福祉計画の目標を達成するため、障害のある方の地域移行に

向けた資源調整、就労支援の資源調整、生活支援サービスの選択契約

における障害のある方の権利擁護、ライフステージに応じた障害児者

の療育・教育の連携、計画の進行管理への住民参加等の課題を掲げて

各分野ごとの部会を構成し、民間事業者や当事者、家族の方々の参加

を得て協議を行い、支援ネットワーク化を図っている。（指標：日中

活動事業利用率）【健康福祉環境部】 

「官から民へ」を大きな柱とする「聖域なき構造改革」はこれまでの社会

保障制度の様相までも変え、加えて同時期に行われた税制改革は、税

のみに止まらず所得が減少する中で社会保障に関する負担が増して
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いる。町は京都府を通じて国に対し、雇用不安や生活保護世帯の増加

といった現状を十分に認識し、今日の社会経済情勢に対応した、新た

な社会保障制度の構築に早急に着手するよう要望している。町は、医

療費助成の対象範囲拡大やＩＣＴ技術を活用し相談業務の強化、就労

につながる資格取得助成を図っている。（指標：介護従事者資格取得

助成数）【住民部・健康福祉環境部】 

保健・福祉・医療の連携を進め、各分野における計画づくりと計画間にお

ける整合性を図った｢精華町地域福祉計画｣を平成 20 年度に策定し、

分野ごとで横断して取り組むことが必要な施策や、地域住民と連携し

て課題に取り組むために必要な施策に関して、住民参加型計画進行管

理組織として、「精華町地域福祉推進ネットワーク会議」や｢せいか

地域福祉ドットコム｣を組織し、コミュニティリーダーの育成や三世

代が支えあうまちづくりをめざすネットワークづくりを実施してい

る。また、やさしいまちづくり整備指針に基づき、ＩＣＴを活用して

要配慮者におけるバリアフリー情報の提供を目的とした「きょうとは

ーとふるナビ」の開設や災害時要配慮者登録台帳システムを整備する

など、住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを進めてい

る。（指標：福祉ボランティア数）【健康福祉環境部】 

柱：(2)安心して子どもを育てる環境づくり 

「こどもを守る町」宣言に基づき、児童の健全育成に向けた子どもを応援、

子育てを応援、地域ぐるみで子ども・子育てを応援する各種施策を推

進した。児童虐待や不登校等に関し関係機関と連携するとともに、町

の体制整備、強化を図り組織的な対応を推進することができた。児童

が安全安心して遊べる児童遊園等の整備充実を推進することができ

た。【健康福祉環境部】 

子どもと子育てを地域社会全体で見守り、支援する基本理念に基づき、子

育て支援や保育サービス、放課後児童対策の拡充を図ることができ

た。また、子育て支援拠点となる保育所の統合整備や放課後児童クラ

ブの整備など子育て支援環境の充実を図ることができた。子育て世代

の不安を取り除き、安心して生活できるよう府制度のみならず町独自

に小学校卒業まで対象範囲を拡大し、医療費助成を通じて生活支援す

ることができた。（指標：保育所入所充足率）【健康福祉環境部・住

民部】 

ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、健全な子育てができるよう府制度の

みならず町独自に対象範囲を拡大し、医療費助成を通じて生活支援す

ることができた。また、母子福祉推進員等関係機関と連携を図りなが

ら、各種の府制度活用により教育や養育にかかる経費の負担軽減や就

労支援などにより、生活の安定とひとり親家庭の福祉を推進すること

ができた。【住民部・健康福祉環境部】 

柱：(3)生きいきとした高齢社会の形成 

高齢者保健福祉計画など関係機関の計画に基づき、保健・医療・福祉の連

携のもと、寿大学をはじめとする各種シルバー教室の開催やシルバー

人材センターを設立し、高齢者の生きがいづくりと社会参加の拡大を

支援しているとともに、町内各地区のいきいきサロンの立ち上げ支援

や老人単位クラブへの支援を行う中で、各地区の団体に出向き、健康

推進事業と協調しながら口腔ケアや栄養指導などの健康づくりを図

っている。（指標：老人クラブ会員数）【健康福祉環境部】 

高齢者保健福祉計画など関係機関の計画に基づき、保健・医療・福祉の連

携のもと、地域包括支援センターを中心に高齢者の心身の健康保持や

生活のために必要な援助を行うことにより、福祉の増進を図ってい
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る。また、介護予防では、二次予防事業対象者の把握のため、65歳以

上で要介護認定のない方全員に基本チェックリストを送付し、対象と

なった方には生活機能評価を実施している。今後は、高齢者を取り巻

く環境は厳しく、医療制度の再構築や地域包括ケアシステムの体制づ

くりなど、関係機関への要望や調整が必要となる。（指標：2 次予防

対象者）【健康福祉環境部】 

柱：(4)健康づくりの推進 

健康増進計画を策定し健康づくり事業の展開を図ってきた。また、健康手

帳の配布などにより手帳の利用促進に努めた。食生活改善活動体制の

強化を図り、団体における自主的な活動を促進するとともに食育の推

進を図った。保健センターの施設の老朽化が進んでいる。（指標：保

健センターの稼働率）【健康福祉環境部】 

予防接種に関して、乳幼児健診以降は、医療機関との連携や個人通知など

により情報提供に努めた。乳幼児及び学齢期に対しては、予防接種を

無料で実施するとともに、かかりつけ医を重んじながら精華町外（京

都府内）での実施を促進し利便性を向上させた。新型感染症などの急

務を要する感染症は、京都府・医療機関との連携に努めた。（指標：

精華町外での接種者数）【健康福祉環境部・住民部】 

新生児訪問の全数把握に努めた。妊婦の健康管理の充実など妊婦健康診査

の助成等を実施し、安心して出産ができる体制を確保してきた。健康

管理システムでは経年的な健診結果の活用や登録制度の導入により、

定期的な健診を促し、健診後の結果説明会も開催してきた。検診の受

診者数では、がん検診と特定健診との同時開催など改善を図ってきた

が、目標とする受診率には達していない。また、後期高齢者医療制度

被保険者に対し健診アンケートを実施し受診の勧奨や健康に対する

意識の向上を図った。（指標：乳幼児健康診査受診率）【健康福祉環

境部・住民部】 

平成 18 年、精華病院では指定管理者制度の導入により病院存続を図り、

町内には学研都市病院が開設された。救急医療体制では平成 18 年度

に土・日・祝の夜間など小児救急当直体制が整備され、平成 24 年度

では地域医師会等との連携により、休日に応急的な診療の場として相

楽休日応急診療所を開設予定である。国民健康保険制度の安定的な運

営を目指し保険税の収納率向上をはじめ、基盤強化や国・府等に対す

る要望活動を積極的に行った。（指標：国保加入者の特定健康診査受

診率、国保税収納率）【健康福祉環境部・住民部】 

京都府と府内市町村と共同開発している基幹業務支援システムの福祉分

野に関するシステムの導入を進めるとともに、サービス提供や相談支

援体制が図られるよう、地図を活用した災害時要配慮者登録台帳シス

テムや見守り訪問メモシステムの改良を図り、既存の管理システムと

の連携を進め、住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを構

築する。また、健康管理システムでは、健診結果や予防接種の履歴、

健診登録制度による登録内容など個々の情報が蓄積されており、当該

データの活用を図りながら事業展開を図っている。（指標：健診登録

者数、高齢者人口 65歳以上）【健康福祉環境部】 

 

 

■第３節：交流の輪が広がる活動的な地域づくり 

各種のコミュニティー施設の整備などは進められてきたものの、地域の連帯への満足度や、近所付

き合い、地域の行事・活動への参加は十分とは言えない。文化・スポーツ、生涯学習に係る内
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容においても、施設整備の面では一定の前進はあったものの、住民の満足度は低い状況にある。 

第 3節 

交流の輪が広

がる活動的な

地域づくり 

柱：(1)多様な地域活動の促進 

地域コミュニティー活動拠点として集会所の充実・整備を進めた。（指標：

集会所数）【総務部】 

自治会連合会の発足など地域コミュニティー活動は充実してきているが、

広域コミュニティー形成や支援制度等はできていない。（指標：自治

会加入率、広域コミュニティー施設数）【総務部】 

まちづくり協議会の活動に対して支援を実施した。【事業部】 

柱：(2)活発なスポーツ・文化活動の展開 

各種スポーツ事業の実施とともに、精華町体育協会のＮＰＯ法人化によ

り、推進体制と活動の拡充は図れた。（指標：スポーツ施設利用者数、

スポーツ事業等参加者数）【教育部】 

文化財の適正保存と住民への公開展示を進めたが、歴史民俗資料館の設置

には至っていない。【教育部】 

精華町文化協会の活動の支援を通して、住民の自主的な文化活動を推進す

ることができ、新たな担い手の発掘・育成も進めることができたが、

引き続き更なる拡充が必要である。（指標：文化協会加盟人数、文化

サークル数）【教育部】 

近隣の大学やＮＰＯ等と連携し、精華町交流ホールを活用したコンサート

事業を実施した。【総務部】 

総合運動公園やプールは未設置にとどまったが、むくのきセンターに新た

に交流広場（ゲートボール場）を整備した。また、文化施設や交流ホ

ールなどに予約システムを導入し、部分的にネットワーク化が図れ

た。【教育部】 

 

 

■第４節：共に生きる人間尊重のまちづくり 

多文化共生社会の実現に向け、国際交流団体との協働により、各種の事業展開が図られ、ノーマン

市との姉妹都市提携も実現した。男女共同参画社会や差別のない人間尊重のまちづくりにおい

ては、一定の成果が出ているものの、人権尊重と多文化共生についての満足度は高くなく、住

民の関心を高めるよう、今後も啓発等の継続した取り組みが必要である。 

第 4節 

共に生きる人

間尊重のまち

づくり 

柱：(1)多文化共生社会の実現 

公共公益施設や交通機関などの外国語案内板の設置に努めるとともに、外

国人の生活支援を展開したが、多言語表記については課題が残る。【総

務部】 

ホームステイ事業や国際理解講座などを通じて、意見交換や相互交流を図

る場を設定し、多文化共生や相互扶助による誰もが暮らしやすいまち

づくりの促進を図った。（指標：国際交流事業参加者数）【総務部】 

せいかグローバルネットと協働し、草の根レベルの活発な国際交流事業を

展開したほか、ノーマン市との姉妹都市提携を実現したが、その他の

友好都市関係の展開には至っていない。（指標：人材バンク登録者数）

【総務部】 

柱：(2)男女共同参画社会の実現 

男女共同参画計画を策定し、各種施策を推進してきたほか、平成 24 年度

には男女共同参画に関する条例制定の取り組みを進めることとした。

【住民部】 

行政をはじめ各種機関・団体における政策・方針決定過程への女性の参画

を促進してきた。（指標：審議会等女性割合）【住民部】 
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柱：(3)人権尊重のまちづくり 

精華町人権教育・啓発推進計画に基づき、学校教育や社会教育などあらゆ

る分野において、同和問題や女性問題など人権問題に関する教育を推

進してきたが、引き続き、関係機関や団体等との連携のもと、啓発に

努めていく必要がある。【住民部】 

ＤＶ等の問題については、相談やカウンセリング体制の充実に努めてきた

が、引き続き、関係機関と連携のもと、被害防止の啓発に努める必要

がある（指標：家庭こころの相談室利用件数）。【住民部】 

非核・平和都市宣言の趣旨に則り、関係機関や団体、住民等と協働し、平

和啓発事業に取り組んできたほか、戦争記録の保存など新たな取り組

みも実施し、戦争の悲惨さや平和の尊さを感じることができる機会づ

くりに努めてきた。【総務部】 
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第２章 暮らしを支え、活力を生み出すまちづくり 

※この章に係る施策領域の住民意識調査結果 

 

 

■第１節：活気を生み出す交流活動が活発な地域づくり 

産学公民連携による学研都市ならではの事業を展開しているが、住民意識においては満足度・重要

度ともに中位に位置し、生活実感と学研都市の間に一定の距離感があることが想定される。今

後、地域住民を含む交流型活動の展開が求められる。 

第 1節 

活気を生み出

す交流活動が

活発な地域づ

くり 

柱：(1)科学技術の振興とものづくり 

学研都市の立地施設や関係機関・自治体などと連携し、「けいはんな子ど

もサイエンススクール推進事業」を推進したほか、「科学のまちの子

どもたち」プロジェクトに参画し、子どもたちに学研都市ならではの

教育機会を提供してきたが、今後も継続して実施できる体制づくりが

必要である。【教育部】 

学研都市の立地施設や新規立地企業、町内商工業者も含めたものづくりネ

ットワークの形成に向け、「新産業創出交流センター」に参画し、研

修会や交流イベントの実施や研究開発から試作品づくり、社会的実証

実験までのコーディネート事業などを推進した。【事業部】 

柱：(2)産学官連携の推進 

産学官連携による地域活性化を図るため、「新産業創出交流センター」に

参画し、大学等との連携を進めるとともに、地域における各種コーデ

ィネート事業を推進した。【事業部】 

近隣の大学等と連携し、地域資源の発掘や地域政策への提言づくりなど、

学生の意見を取り入れたインターンシップ事業の展開を図った。【総

務部】 

近隣の大学やＮＰＯ等と連携し、精華町交流ホールを活用したコンサート

事業を実施した。（指標：学研都市イベント参加者数）【総務部】 

 

就労・雇用の環境観光魅力

商業・サービス業の活力

地域農業の活力 けいはんな学研都市
としての発展

-1

0

1

2 3 4

重要度

満
足
度
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■第２節：地域農業の活性化 

滝ノ鼻・菱田地区のほ場整備や古池整備などが完了したが、農業生産の効率化や省力化を図るため

には、より一層生産基盤整備を推進する必要がある。都市近郊という地の利を活かした交流型

農業については、一定充実が図られたが、農産物直売所の組織体制強化や販路の拡大が課題で

ある。 

第 2節 

地域農業の活

性化 

柱：(1)農業生産基盤の整備 

滝ノ鼻・菱田地区（約 17ha）の基盤整備が完了し、ため池はワークショッ

プにより、古池の整備が一定完了したことで、生産基盤整備の推進が

図れた。（指標：土地基盤整備開発計画）【事業部】 

柱：(2)生産体制の強化 

優良農地の保全に努めてきた結果、23年度実績において農地の利用集積が

21.1haとなり農業経営の規模拡大や農地の有効利用が図れた、また、

新たな営農組織として農業生産法人「華やぎ観光農園株式会社」設立

の支援を行った。（指標：農地の利用集積）【事業部】 

担い手農家の経営改善・育成のため、精華町農業経営者会議（あぐり精華）

の設立、せいか農業塾（塾生 30名）等の支援を行った。【事業部】 

地域農業の推進体制確立や特産品の開発、認定農業者等に対する支援を行

い、また、ブランド認証制度の導入を行った。【事業部】 

生産物の安定した集出荷を推進するためＪＡ直売所 2ヵ所を中心とした農

産物直売所による販売体制の確立が図れた。さらに、生産者と地元消

費者の交流として小学校、保育園等に対する食材を供給した。今後に

おいてもさらに充実を図っていく必要がある。（指標：学校給食への

食材提供量）【事業部】 

柱：(3)交流型農業の展開 

観光いちご園を拠点とし、加えて枝豆やスイカなどの収穫体験農園がさら

に充実し、23年度入園者合計は約 38,000人であった。【事業部】 

農産物の地場流通促進に努めた結果、ＪＡ直売所 2 ヵ所においての 23 年

度販売額は 1.3 億円であったが、3 ヵ所の小規模直売所は高齢化等の

ため減少傾向となってきている。今後、農産物の供給確保と販路拡大

を図っていく必要がある。（指標：農産物直売所年間販売額）【事業

部】 

21世紀を展望した希望のもてる魅力ある精華町の農業・農村づくりを積極

的に展開することを目的として創設された 21 創精塾については、農

産物直売所（朝市）の開始や、特産加工品の販売体制が確立されたこ

とにより農村と都市部との交流が図れたことで一定目的を達成でき

たことにより、平成 18年度に廃止された。【事業部】 

 

 

■第３節：商業・サービス業の振興 

祝園駅前や学研都市センターゾーンにおいて、地域商業核の整備が一定図られたものの、センター

ゾーンや狛田駅・山田川駅前での商業施設等の誘致が課題である。商工会支援や保証料及び利

子補給制度を通じて、経営の近代化に取り組むなど施策の展開をしているものの、住民意識に

おいては近隣商圏の状況等によるものか、満足度・重要度ともに低位な状況にある。 

第 3節 

商業・サービス

業の振興 

柱：(1)商業・サービス業の環境整備 

祝園駅西地区の土地区画整理事業区域内では、商業集積を図るため、希望

する地権者を商業地へ換地し地権者組合による商業施設誘致を支援
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した。一方、山田川駅周辺においては、隣接市の商業施設が核となっ

た商業地が形成されてきた。商業施設の進出の際は、商工会を通じて

地元商業者の出店案内を行い調整を図った。今後、学研都市センター

ゾーンへの商業の誘致活動や、狛田駅東地区の土地区画整理事業の進

捗に伴い、本町北部地域の地域商業核として地権者による商業施設の

誘致活動を支援していく必要がある。【事業部】 

商業施設の整備と併せて教育、福祉、文化、レクリエーションなど生活支

援に関するサービス業の集積が図られ、商業事業所数は平成 19 年度

商業統計で 242（平成 14 年度比 45.8％増）となっている。また、け

いはんなプラザ・ラボ棟においては、学研立地企業やベンチャー企業

に対するサービスを提供する企業が生まれてきている。（指標：商業

事業所数）【事業部】 

大規模商業施設の立地にあたっては、大規模小売店舗立地検討委員会を開

催し、住民や地元の意見を取り入れるとともに、地元商業者を対象と

した出店説明会を開催するなど地元との調整に努めた。また、商工会

と地元生産者の連携により、大型商業施設内において「せいか市」が

発足し運営に至っている。【事業部】 

柱：(2)経営の近代化 

京都府と共同して商工会を支援することで商業者の育成や近代化支援に

努めるとともに、保証料及び利子補給制度の実施を継続することで小

規模事業者への経営支援を図っている。【事業部】 

 

 

■第４節：産業振興と新産業創出 

学研地区において産業機能の導入が認められ、企業立地促進条例の制定により積極的な企業誘致活

動を展開した結果、学研地区以外を含め 26社が新規立地し、新産業創出が図られつつある。

しかし、研究開発型産業施設用地が不足気味となっているため、新たな用地の確保が課題とな

っている。 

第 4節 

産業振興と新

産業創出 

柱：(1)既存製造業等の振興 

既存の中小事業者の育成については、商工会に対する運営支援を行い、研

修会を通じて技術力向上や後継者育成支援を図るとともに、保証料お

よび利子補給制度の継続実施による経営支援を行っている。本町全体

としての製造品出荷額は、平成 22 年度で 97 億 8 千万円（平成 14 年

度比 91.3％増）となっており、産業振興の推進が図られた。（指標：

製造品出荷額、製造事業所数）【事業部】 

「新産業創出交流センター」による地元事業者への研修会事業や学研立地

企業の施設見学・交流会を通して、地元中小事業者に対する新分野へ

の進出の機会創出を図った。【事業部】 

学研地区における産業機能の導入に向け、京都府や関係機関と研究会を立

ち上げ、総合調整と誘導を図った結果、産業機能の導入に必要な規制

緩和が図られた。併せて、企業立地促進条例を創設し積極的な企業誘

致に取り組んだ結果、24社が立地、操業を開始している。【事業部】 

学研都市における社会的実証実験を積極的に推進するため、住民モニター

募集への協力を随時行い、パイロットモデル事業に対する支援を行っ

たが、住民モニター登録制度の創設までには至っていない。【総務部】 

柱：(2)新産業創出の推進 

学研地区の精華・西木津地区では基盤整備が完了するとともに、産業機能

導入に必要な規制緩和が図られたことで、企業誘致のための立地環境

が整備された。併せて、企業立地促進条例を創設し積極的な企業誘致
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活動に取り組んだ結果、24の企業が立地・操業した。更に、学研区域

の未利用地への誘導を促進するために必要な特別用途地区の見直し

も視野に入れて検討を行うこととしている。（指標：研究開発型産業

施設町内在住雇用者数）【事業部】 

ベンチャー企業の育成支援については、企業立地促進条例の中にベンチャ

ー企業助成金を設けることで地域への定着を図るとともに、「新産業

創出交流センター」に参画し、産学官連携や企業間交流の支援を行う

など育成に努めている。【事業部】 

企業立地促進条例の中に雇用創出助成金を設けることで、誘致企業の地元

雇用の促進を図るとともに、ハローワークや近隣市町と協同して学研

都市就職フェアを開催し、立地企業と地域住民の雇用機会の創出に努

めており、平成 23 年度末での地元雇用者数は 141 名となっている。

（指標：研究開発型産業施設町内在住雇用者数）【事業部】 

 

 

■第５節：交流型観光の地域づくり 

「花空間けいはんな」や「私のしごと館」の閉館により、観光入込客数は減少しているが、観光ボ

ランティア「ふるさと案内人」が発足するなどソフト面での施策展開は進捗している。しかし、

住民意識では、満足度・重要度ともに非常に低位な状況であり、現行の資源を活用した施設間

の連携や観光モデルコースの設定、新たな観光資源の発掘などに取り組む必要があるほか、商

工会や地域との連携による観光入込客誘致が課題である。 

第 5節 

交流型観光の

地域づくり 

柱：(1)観光資源の開発・活用 

ホームページや広報誌などの媒体を活用した収穫体験農園のＰＲや、近隣

のイベントへの出展などによる特産品のＰＲを行ったが、「花空間け

いはんな」や「私のしごと館」の閉館により、観光入込客数は 649,617

人（平成 21 年度比 26.9％減）と減少しており、施設間の連携や観光

モデルコースの設定、新たな観光資源の発掘に今後取り組む必要があ

る。（指標：観光入込客数）【事業部】 

菅井・植田地区の土地区画整理事業等の動きと連動した「道の駅」などビ

ジター対応への具体化に関する方策の検討には至っていない。【事業

部】 

京都府観光連盟などの観光パンフレットやインターネットを活用するこ

とで、収穫体験農園などのＰＲを行ったが、観光入込客数は減少して

おり、商工会や地域と連携した観光入込客誘致への取り組みが必要で

ある。【事業部】 

柱：(2)観光推進体制の整備 

精華町シルバー人材センターによる観光ボランティア「ふるさと案内人」

の発足を誘発できたとともに、京田辺市や木津川市と連携し、三市町

の観光資源を紹介するＰＲ冊子を作成・配布し、広域観光の推進を図

ってきた。【事業部・健康福祉環境部・総務部】 
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第３章 人と自然との豊かな関係をめざすまちづくり 

※この章に係る施策領域の住民意識調査結果 

 

 

■第１節：人と自然との共生をめざすまちづくり 

ごみ減量化や環境保全の取り組みが進められてきたなか、住民の自然環境に対する満足度はかなり

高い水準に達している。また、東日本大震災以後の電力問題等も起因して、節電や太陽光発電

等の新エネルギーといったエコに向けた施策の展開も求められつつある。 

第 1節 

人と自然との

共生をめざす

まちづくり 

柱：(1)地球環境問題への対応 

精華町環境ネットワーク会議等の住民団体との協働のもと、環境啓発の講

演会・映画会・講習会などを実施した。【健康福祉環境部】 

各小学校での農業体験や打越台環境センター見学などを通してごみの減

量の重要性などの環境学習に取り組んだ。今後は、幼児対象へのペー

プサート（紙人形劇）を活用した環境学習も実施予定である。（指標：

町民が一日に出すごみの量）【健康福祉環境部】 

魅力あふれる環境を次世代に引き継ぐため、環境基本計画を策定し、環境

基本条例を制定した。【健康福祉環境部】 

広域連携の推進にさきがけて、まずは町内の環境関係組織の連携をはかる

ため、環境プラットホームを立ち上げた。【健康福祉環境部】 

柱：(2)自然環境の保全・再生・創造 

河川環境の保全のため、水質検査を継続や煤谷川での親水公園の整備を行

うとともに、下水道整備を促進し普及率の大幅な向上を図った。今後

は、下水道未整備地域における整備促進や供用開始済み地域における

未接続世帯への早期接続の啓発などが必要である。（指標：下水道普

及率）【健康福祉環境部・上下水道部】 

市街化区域に隣接する町有地を里山として整備を行い、住民団体との協働

による里山保全活動を実践している。【事業部・健康福祉環境部】 

柱：(3)循環型社会の実現 

「エコ」への取り組み

自然的環境の豊かさ 住居環境

公共交通の便利さ

道路網の快適さ

まちの美しさ・景観

防災・防犯の備え

-1

-0.5

0

0.5

1

2 3 4

重要度

満
足
度



12 

 

可燃ごみ袋の（半）透明化や古紙類回収を徹底することで、ごみの資源化

率の向上を図るとともに、効率的にごみの減量化を実現した。（指標：

町民 1名が一日に出す燃やすごみの量、ごみの資源化率）【健康福祉

環境部】 

広域連携による一般廃棄物やし尿の処理を図ってきたが、ごみ焼却場の新

設については、未だ予定地での地元合意に至っていないなど課題が残

る。【健康福祉環境部】 

公共施設の更新時に、太陽光発電やＬＥＤ照明などの積極的な導入に努め

ているとともに、「ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダー

ド・ステップ 1」を認証取得し、「精華町地球温暖化防止実行計画」

を策定して、温室効果ガスの排出抑制を目的とした節電・省資源化に

取り組んでいる。（指標：二酸化炭素削減率）【総務部・健康福祉環

境部】 

柱：(4)快適環境の保全・創造と安全で健康な環境づくり 

まちをきれいにする条例を制定し、ペットのフン放置やポイ捨て、落書き

を禁止し啓発に努めるほか、空き地等の見回りを実施して指導等を行

っている。また、クリーン・リサイクル運動やクリーンパートナー制

度が広く定着するなか、自治会や住民団体と連携を図り、リサイク

ル・環境美化に向けた住民意識の高揚を促進した。（指標：クリーン・

リサイクル運動の参加者数）【健康福祉環境部】 

公害防止のため、研究開発型産業施設等の立地に際して環境保全計画書の

提出を求め、公害防止協定を締結している。関係部署・諸機関との連

携により、野焼きや騒音・振動、不法投棄への対応を図った。（指標：

廃家電の不法投棄台数）【健康福祉環境部】 

 

 

■第２節：安心・安全なくらしの実現 

常備消防施設・設備の老朽対応、非常備消防体制の維持・強化、さらには関係各機関等との連携の

もとで交通安全・防犯対策や消費者保護対策の充実が図られてきている。しかし、住民意識に

おいては重要度が高いにも関わらず、満足度が最も低位にあることから、さらなる施策の推進

が必要と考えられる。 

第 2節 

安心・安全なく

らしの実現 

柱：(1)防災・消防・救助体制の整備 

地域防災計画の充実を図り、住民参加による防災訓練の実施や非常用備蓄

物資を整備し、災害時における防災体制の確立に努めてきたが、東日

本大震災の発生に伴う国・府の防災指針が決定次第、整合のとれた地

域防災計画の修正等が必要である。また、防災体制の強化のため、危

機管理室を設置し、防災体制の総合的な推進を図った。（指標：防災

訓練参加者数、非常用食糧等備蓄量、災害発生件数）【総務部】 

老朽化した消防庁舎について、庁舎建替えのための消防庁舎建設基金造成

などの取り組みを進めている。今後は、工事基本設計から実施設計、

建築工事と年次計画を立て進める。消防車両の更新については、新規

登録年からの長期経年使用した車両を計画的に更新した。今後は、経

年使用並びに走行距離を踏まえて更新計画の見直しを進める。また、

消防団の組織・施設などの充実強化を図ったことで、消火体制の強化

が図れた。（指標：消防本部車両更新計画、消防水利充足率、消防団

定員数比率）【消防本部】 

救急救命士養成や救命講習、子どもを含む住民への防火指導を計画的に実

施した。また、救助資器材の高度化については、救助工作車の更新に

伴い搭載器材の整備を行い、高度救助資器材導入を図った。（指標：
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出動時救急救命士搭乗率、普通救命講習修了者比率）【消防本部】 

41 自治会のうち、28 自治会で自主防災会が結成されたが、引き続き未発

足自治会への支援が必要である。（指標：自主防災組織結成率）【消

防本部】 

柱：(2)交通安全対策の推進 

街頭啓発活動等を通して、交通安全の意識の高揚に努めると共に、交通指

導員の適正配置を行い、児童等の通学時の交通安全対策を継続して実

施した。また、幹線道路や補助幹線道路には歩道の設置を基本とし、

既存道路の分離可能な個所ついては、ポストコーンなどによる歩車分

離を図った。（指標：交通安全運動等参加者数）【総務部・事業部】 

交通安全灯やカーブミラー、啓発看板等の交通安全施設の設置・修繕を進

め、安全な交通環境づくりに寄与した。（指標：事故発生件数）【総

務部】 

柱：(3)防犯体制の整備 

街頭啓発や防犯パトロール等を通じて防犯意識の高揚に努めてきたが、犯

罪件数のさらなる削減のため、関係機関との情報交換の場をより充実

させるなど連携の強化が求められる。また、交番の適正設置に向けて

関係機関への要望を行う必要がある。（指標：犯罪発生件数）【総務

部】 

交通安全灯の設置により、防犯環境の向上に努めた。【総務部】 

柱：(4)安心できる消費生活の実現 

平成 16 年度より週 1 回の割合で相談員を配置したが、架空請求詐欺や還

付金詐欺等、消費生活問題が複雑化・多様化するなか、相楽消費生活

センターの開設により、常時相談でき、緊急を要する事例や専門性の

高い案件にも対応できる体制が確立した、また、トラブルを未然に防

ぐため、広報誌等での啓発記事掲載をしたほか、町ホームページでの

情報発信も随時行った。また、相楽消費生活センターにおいて、消費

生活講座を実施している。【事業部】 

 

 

■第３節：まとまりあるまちの形成 

着実な土地区画整理事業の推進と、時代の要請を踏まえた計画的な学研都市開発を軸とした取り組

みを進め、他方で、まちづくり協議会や地区計画の手法によるきめ細かい対応のもとでの良好

な市街地形成を誘導してきた。その結果、住民満足度においても住居環境の評価が最も高位と

なって表れている。 

第 3節 

まとまりある

まちの形成 

柱：(1)都市拠点の整備 

祝園駅西特定土地区画整理事業により、中心商業核の形成により利便性を

向上させ、祝園駅周辺を本町の中心地、学研都市の玄関口として都心

形成を図った。【事業部】 

学研都市の中核施設であるけいはんなプラザ周辺を学研の拠点と位置付

け、府や学研都市京都府域市町が共同で設置した「新産業創出・交流

センター」や「けいはんな学研都市活性化促進協議会」の取り組みを

通して、新産業創出や学術研究、文化の発信などを図った。【事業部・

総務部】 

狛田駅周辺を北部の拠点として、狛田駅東特定土地区画整理事業を着実に

推進し、平成 23 年度末で約 34％の進捗率である。（指標：狛田駅東

特定土地区画整理事業の進捗率）【事業部】 

柱：(2)個性と魅力ある集落と市街地の整備 

まちづくりに関する条例に基づき、住みよいまちづくりに向けた住民の自
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主的な取り組みを支援し、町内 3地区の協議会を育成している。新市

街地においては、地区計画等によるきめ細やかな都市計画により、良

好な住環境を実現している。【事業部】 

小学校区を単位とした、住民の多様なニーズに対応する多目的施設の整備

について、山田荘小学校区における施設整備が課題として残ってい

る。（指標：広域コミュニティー施設数）【総務部】 

祝園駅西特定土地区画整理事業に伴い、町名地番整理を実施した。【総務

部】 

柱：(3)関西文化学術研究都市建設の促進 

国際総合戦略特区の指定を受け、さらに国際的研究拠点として研究機関等

の誘致を促進する必要がある。今後は、南田辺・狛田地区の建設計画

の具体化に向けた取り組みが必要となる。【総務部・事業部】 

精華・西木津地区では、京都府や開発事業者と連携し、ベンチャー企業や

中堅・中小企業などの研究開発型産業施設の誘致を図っており、平成

23 年度末までに 24 社が立地・操業した一方、大規模な未利用地の活

用促進が課題となっている。（指標：研究開発型産業施設立地数）【総

務部・事業部】 

学研都市による開発区域との連携を図った既存地域の整備については、狛

田駅東特定土地区画整理事業に着手しているほか、祝園駅東地区のま

ちづくりに向けたワークショップを実施するなどの取り組みを行っ

てきた。菅井・植田土地区画整理事業については、事業実施に向けた

地元調整が課題となっている。【事業部】 

京都府の主導による「けいはんなエコシティ推進プラン」や、経済産業省

の「けいはんなエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証地域」

の選定を受けるなど、環境・エネルギー分野における先導的なパイロ

ットモデル事業が展開されている。【総務部・健康福祉環境部】 

柱：(4)計画的な土地利用の推進 

狛田駅東地区の用途地域の変更（京都府決定）や地区計画を策定し、又精

華台五丁目では学研施設用地を住宅用地へ計画変更するとともに地

区計画を策定し、秩序あるまちづくりを進めた。（指標：準工業地域

の未利用地面積）【事業部・総務部】 

南田辺・狛田地区の建設計画の具体化に向け、土地利用のあり方について

検討を進めるとともに、宅地開発指導要綱は一部の項目で見直しを行

い、良好な市街地の形成を図るための指導を行ってきた。精華台五丁

目では環境保全と共生を重視した住宅地形成を誘導した。【事業部・

総務部】 

 

 

■第４節：「まちの基盤づくり」では、節（政策）レベルでの総括 

山手幹線整備やコミュニティバスの運行をはじめ、道路・交通体系の充実とともに、上下水道の着

実な整備に努めてきた。とりわけ下水道雨水事業においては、河川整備と合わせた治水対策で

あり、内水排除対策に一定の成果を得た。情報通信基盤については、普及技術レベルの高度化

が進んだことにより、今日、特段の展開を図っていない。住民意識をみると、公共交通の便利

さが、重要度が高位のもののうち、防犯・防災の備えに次いで満足度が低位となっている。高

齢化の進展を踏まえて、さらなる住民生活の移動利便性向上を図っていくことが求められる。 

第 4節 

まちの基盤づ

くり 

柱：(1)道路・交通体系の整備 

山手幹線については、平成 27 年度末の暫定供用を目指し、京田辺市域ま

での事業推進が図られているが、南進については菅井・植田地区の土
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地区画整理事業の関係から未だ開通の見通しは立っていない。一方、

国道 163号の拡幅整備については、一時事業凍結となっていたものが

再開され事業進捗が期待されており、引き続き整備促進を働きかけて

いく必要がある。また、既存集落内の道路については下水道工事と併

せた道路側溝の蓋掛けなどを実施し、住環境整備を図り、平成 23 年

度末の道路改良率は 53.3％となった。（指標：道路改良率）【事業部】 

片町線複線化促進期成同盟会を通じて、ＪＲ学研都市線の増便要望を行

い、7 両編成化の実現に至った。また、コミュニティバスの実証運行

によって、町内の移動環境を整備してきた結果、平成 23 年度には利

用客数が 50 万人を突破した。祝園駅前広場については整備完了し、

現在、狛田駅前広場の整備に着手しているところである。こうした状

況をふまえ、本町にふさわしい公共交通のあり方について、引き続き

検討していく。京阪奈新線については、学研奈良登美ヶ丘駅から祝園

駅までの延伸を引き続き関係機関に働きかけていく必要がある。（指

標：くるりんバス住居カバー率、くるりんバス年間乗降客数）【総務

部・事業部】 

新設する歩道や施設は「やさしいまちづくり整備指針」に基づき、関係機

関が連携して点字ブロックの設置やバリアフリー化に取り組んでき

た。特に祝園駅前広場など主要な交差点の一部では、盲人用信号機の

設置要望を行い整備された。【健康福祉環境部・事業部】 

柱：(2)情報・通信ネットワークの整備 

各地区の集会所へのインターネット回線の整備など、情報通信基盤の整備

を推進した。情報関連投資額は増加傾向にあるが、リース等の活用に

よる支出の平準化など経費削減に取り組んでいる。（指標：町民一名

あたり情報化投資額）【総務部】 

計画策定当初は、地域情報化に関する実証実験への参加など先進的な取り

組みを行っていたが、その後は、時勢の変化により、周囲との歩調を

合わせる形で現在に至っている。独自、先進的な取り組みとして、施

設予約や郡内図書館の相互貸出などのシステム運用を行ってきたが、

一定の成果を残しつつ、行財政改革の視点からも、現在は京都府と府

内市町村との共同運用によるシステムへ移行している。【総務部】 

平成 17 年度には情報化基本計画を策定し、基本計画に基づき情報化の各

種事業を実施した。情報格差の解消に向けては、住民ボランティアと

の協働による取り組みを継続中である。住民ボランティアが相談役を

務める住民向けのパソコン基礎相談では、受講者数が年々増加してお

り、住民の情報活用能力の向上の一助となっているほか、情報セキュ

リティ向上のための住民向け研修講座を毎年開催している。（指標：

基礎相談受講者数、ＩＴボランティアスタッフ登録者数、パソコン講

座（ＩＴ基礎）応募倍率、パソコン講座（ワード・エクセル）応募倍

率）【総務部】 

柱：(3)河川の整備 

河川の改修工事により治水機能の向上が図れた。町管理の準用河川煤谷川

の河川改修については、平成 23年度末において 94％の整備となった。

府管理の一級河川煤谷川改修については引き続き要望を行う必要が

ある。また、内水排除対策として公共下水道の雨水ポンプ場の整備に

より、既成市街地の浸水防止を図った。引き続き治水機能向上に向け

計画的な河川整備に取り組む必要がある。（指標：浸水対策実施率）

【事業部】 

既成市街地の浸水対策として雨水幹線の水路整備に取り組んだ。しかし、

整備延長が長く相当な事業費がかかることから引き続き計画的な水
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路整備を行う必要がある。【事業部】 

既成市街地の小河川については、下水道工事や区画整理事業と併せた効果

的な整備を行い、河川の浚渫・除草を実施することにより環境保全に

努め、煤谷川河川改修に併せた親水施設の整備を行った。また、国土

交通省淀川河川事務所へ自転車道を軸とした木津川上流流域公園の

設置要望を行った。【事業部】 

柱：(4)上水道の整備 

学研都市開発による人口増加への対応として、植田受水場整備を行い、拡

張区域への「安全安定供給」を図った。一方、既存区域では「柘榴及

び北稲水源」の施設更新を行うと共に、下水道整備に併せた管更新を

実施し、石綿管更新率の向上を図り、かつ、耐震整備も併せて実施し、

安全・安定供給が図れた。さらに、簡易水道事業区域との統合調整を

進め、計画的に事業統合を図っていく。（指標：石綿管更新率）【上

下水道部】 

安定水源確保のため、京都府営水道の受水量確保を行い、また、自己水系

においては、現有地下水源施設の維持、管理を定期的に行い、長期的

な自己水の保持を図り、将来にわたっての水源確保に努めた。また、

水源の安定確保とともに、水質保全においても、その監視体制等の整

備が必要である。【上下水道部】 

水道事業の健全経営を推進するため、管更新等による有収水量率の向上を

図るとともに、学研都市開発などの費用の増加については、企業債の

早期償還や業務の効率化、また、京都府営水道料金の軽減などによる

費用の抑制と、財政調整基金の活用により、水道料金維持を図ってき

たが、長期的経営視点から、費用の大半を占める京都府営水道料金の

更なる軽減要望を引き続き行うとともに、健全で安定した経営を図る

ための水道料金体系の確立（改定）が課題である。（指標：石綿管更

新率、年間有収水率）【上下水道部】 

水道関連情報の発信として、水質検査計画や結果等の公表、また、冬季で

の注意喚起をはじめ各種情報の提供を行った。今後も、前記に加え、

水道事業経営状況など可能な限り、情報発信を図る。【上下水道部】 

柱：(5)下水道の整備 

流域下水道事業では、木津川上流流域浄化センターの処理量の増加に伴い、

水処理施設 4、5 系列の増設を行った。また、幹線管渠については、山田

川幹線の整備を行い、町内における幹線管渠は下狛幹線の一部を除き整

備できた。【上下水道部】 

汚水事業では、整備も順調に推移し、水洗化人口も増加しており、住環境の向

上、また、公共用水域の保全が図れた。雨水事業では、下狛ポンプ場の稼

動や雨水路整備を行ったことで、内水排除対策が図れた。【上下水道部】 

下水道への接続の啓発により、水洗化率が向上し、使用料収入も順調に推移し

ているところであるが、更に、健全経営のための施策の検討を行う必要があ

る。（指標：下水道整備率、水洗化率）【上下水道部】 

 

 

■第５節：快適な居住環境づくり 

良好な住環境・都市景観の形成を誘導するとともに、公営住宅の住居環境改善を進めてきた。公園・

緑地に関しては、近隣公園や街区公園は適切な整備が進んだが、大規模な財政負担を要する都

市公園等の整備には至っていない。住民意識において、住居環境、まちの美しさ・景観の評価

が高位となっている。 
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第 5節 

快適な居住環

境づくり 

柱：(1)良質な住宅の供給・住環境の形成 

公営住宅について、老朽住宅の建替えや浴室未設置住宅の改修等を行っ

た。（指標：町営住宅風呂設置率）【事業部】 

京都府が窓口となる民間活力を活用した高齢者向け優良賃貸住宅制度は、

利用がなく建設が進められていない。【事業部】 

良好な住環境の形成のため、条例に基づくまちづくり協議会の活動に対し

て、補助することにより、住民の主体的なまちづくり活動を支援した。

【事業部】 

柱：(2)都市景観の形成 

研究施設などの建築物については、意匠・色彩、高さ、敷地に対する緑化

率、屋外広告物、壁面の位置の制限。住宅地では壁面後退や、地域住

民による緑化協定を通して緑化に配慮したまちづくりを進め、精華大

通り、中央通り線では電線などの地中化を図った。【事業部】 

幹線道路や補助幹線道路には街路樹を配置し、クリーンパートナー制度を

通して道路環境美化意識の啓発を図った。（指標：道路に関係するク

リーンパートナー登録団体数）【事業部】 

きれいなまちづくり運動推進協議会による花いっぱい運動を通して、地域

住民による環境美化活動を支援した。（指標：コンクール応募件数（活

動分野））【総務部】 

地域住民による緑化協定や、事業所立地計画での緑化面積の確保を通して

緑化に配慮したまちづくりを進めた。【事業部】 

柱：(3)公園・緑地の整備 

祝園駅西地区や狛田駅東地区の土地区画整理事業ではワークショップ方

式による公園づくりを実施したほか、新市街地では近隣公園や街区公

園が整備された。【事業部】 

水と緑の回廊構想の実現には至っていない。また、木津川及び支流河川沿

いでの自転車道や遊歩道の整備を順次図りながら、最寄の名所旧跡や

公園・緑地と有機的に連結させたネットワーク化も実施に至っていな

い。【事業部】 

木津川上流流域公園整備計画の実現に向け、関係市町と国土交通省へ要望

活動を行っているが、実現には至っていない。【事業部】 

公園・緑地の管理については、自治会やクリーンパートナー、シルバー人

材センター等との連携を図り、住民との協働を進めてきた。（指標：

公園・緑地に関係するクリーンパートナー登録団体数）【事業部】 
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第４章 計画の実現のために 

※この章に係る施策領域の住民意識調査結果 

 

 

■第１節：住民主体のまちづくり 

住民意識において行政サービスや情報公開について一定の水準と住民の信頼を確保することがで

きたと考えられるが、行政への住民参画のしやすさについては、自治会活動や地域交流組織の

育成に取り組んできたものの、まだ十分とは言えない状況にある。 

第 1節 

住民主体のま

ちづくり 

柱：(1)まちづくり活動の支援 

自治会連合会の発足など、住民自らによる自治組織の強化がなされたほ

か、福祉、環境、防災、教育、文化などの各分野においても活発な活

動組織が形成されているが、これらを包括するシステム確立までには

至っていない。また、今後の活動継続のためのリーダー等人材の育成

に課題がある。【総務部】 

まちづくり協議会や、クリーンパートナー制度により地域交流組織の育成

が進んだ。また、府の地域力再生プロジェクト等の地域活動支援に係

る情報提供や相談に努め、活動促進のバックアップを行った。今後は

災害時における避難所運営なども見据えた小学校区単位での広域的

なコミュニティー形成の支援が必要である。（指標：まちづくり協議

会認定団体数、クリーンパートナー登録団体数、地域力再生プロジェ

クト推進事業交付金採択件数）【事業部・総務部】 

柱：(2)まちづくり推進体制の確立 

まちづくりに係る情報提供のツールとして、広報誌の充実を図った。また、

ホームページの整備・更新を行い、情報伝達の即時性と網羅性の向上

に努めたが、まちづくり出前講座の制度的運用等には至らなかった。

また、広聴機能としては、行政 110番制度の周知徹底と制度の充実を

図ったが、人口増加等に合わせた更なる広聴機会の充実が課題であ

る。情報公開や個人情報保護に関しては条例等の整備を行い、適切な

住民参画のしやすさ

議会の役割

行政（役場）の信頼度
行財政情報の
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運用と職員への啓発に努めた。（指標：広報誌配布世帯率、ホームペ

ージ年間アクセス件数、情報公開開示請求件数）【総務部】 

総合計画をはじめ各個別計画の策定にあたっては、公募や様々な地域活動

団体との連携を通して、住民の参画に積極的に取り組んだ。また、次

期総合計画の策定にあたっては、住民主体のまちづくりを検討する組

織として「未来の精華町のまちづくりを考える 100人の集い」を発足

した。【総務部】 

 

 

■第２節：広域連携と計画的な行財政運営によるまちづくり 

学研都市建設推進に向けた広域的連携が進み、様々な実証実験プロジェクト等の形で成果が表れて

いるが、ごみ処理場の更新などの広域的課題も残っている。一方、行政内部ではリーマンショ

ックや東日本大震災による景気の低迷に伴う財政状況の悪化に対し、徹底した歳出削減と財源

の確保や将来負担の軽減に取り組んだ。 

第 2節 

広域連携と計

画的な行財政

運営によるま

ちづくり 

柱：(1)広域的な課題への対応 

学研都市建設推進に向けて、国、府及び学研都市京都府域 3市町の連携を

進めた。また、次世代エネルギー実証実験のフィールド、また、国際

戦略総合特区に選定されるなど、学研都市にふさわしいパイロットモ

デル事業の誘致が実現した。（指標：誘致したパイロットモデル事業

件数累計）【総務部】 

京都府共同利用システムの活用により、公共施設の相互利用は達成された

が、認知度向上の必要がある。京都地方税機構や相楽郡広域事務組合

による広域的な取り組みは進んだが、相楽郡西部塵埃処理組合におけ

るごみ処理場の更新が課題として残っている。【総務部・住民部・健

康福祉環境部】 

柱：(2)計画的な行財政運営 

社会経済情勢の変化に対応するため、逐次組織・機構の見直しを行った。

引き続き、柔軟かつ住民にわかりやすい組織運営に向けた取り組みが

必要。【総務部】 

町独自の改革プログラムを策定し、その実現に努めるとともに、行政評価

システムを導入した。【総務部】 

総合窓口支援システム導入などにより総合窓口を整備し、ワンストップ行

政の充実に努めた。またフロア・アシスタント設置などにより、来庁

者にわかりやすい窓口を実現した。（指標：総合窓口接客支援システ

ム（「接客ナビシステム」）の活用状況、職員対応が良いとされてい

る住民の割合）【住民部】 

次代の町行政推進を担う職員の育成を図るための人材育成基本方針を策

定し、各種の研修等に取り組んだ。（指標：外部研修参加件数）【総

務部】 

歳出削減努力に加え、事業費捻出のための積極的な歳入確保に取り組むと

ともに、地方債の繰り上げ償還を計画的に行い、将来負担の軽減を図

った。また、未利用公有地の精査を行い、売却による財源確保にも取

り組んだ。（指標：将来負担比率、未利用行政財産の活用率）【総務

部】 

 

 

 


