
総合計画パブリック・コメント意見対応

番号 意見要旨等 意見に対する考え方

1-1 今後のまちづくりで大変重要となるのが
「中学校給食の早期実現」だと思います
が、計画にある給食への農産物供給量予測
は、人口増に比例した量に限られ、中学校
での給食を実現する様子が見受けられませ
ん（意見要旨）。

「中学校への給食導入」を進めることを明
記していますが（P48）、実施時期について
は今後の実施計画で定めることとしていま
すので、現時点では、P25の指標「学校給食
への食材提供量」への数値反映を行ってお
りません。

1-2 教育・福祉・産業行政が連携し、中学校給
食をはじめ高齢者層や子育てママへの配食
など、民間業者では行えない広く行き渡る
サービス体系構築を提案します（意見要
旨）。

本計画においては、総合的な配食サービス
構築は想定しておりませんが、教育・健
康・福祉・産業行政が部局横断的に取り組
む個別計画として「精華町食育推進基本方
針」を策定し、「食育の推進」を図ってい
くこととしています（P35）。

2-1 全般的に住民生活の問題点を網羅している
ようだが、バラ色シナリオに過ぎるとの感
が拭えない（以下、意見箇所抜粋）。

住民福祉の向上を目的とする地方公共団体
の策定する総合計画としては、実現可能性
の見込まれる範囲で最大限将来のまちの発
展を構想する必要があると考えています。

2-2 まちづくり基本計画の外的制約条件として
「少子高齢化とグローバリゼーション」だ
けが挙げられているが、向う10年間の環境
条件の変化をもう少し詳細に検討する必要
を感じる。

まちづくりの基本理念における外的要因な
どの情勢分析としては簡潔な表記にとどめ
ていますが（P4）、以下、ご意見として展
開されている「環境条件の変化」について
も、当然ながら考慮すべきものと考えてお
ります。

2-3 第1次総合計画以来40余年の自然環境、社会
環境、経済環境の変化にも関わらず、まち
づくり基本計画の中心に相変わらず成長戦
略（「学研都市」開発）が無批判に位置付
けられ、新たな市街地開発が当然視されて
いる。

これまでも本町は学研都市建設にあたり開
発と保全の調和のとれたまちづくりに努め
てきており、これからもその方針は変わら
ないことを明記しています（P4）。

2-4 発展途上国を中心に世界的には人口増、日
本では人口減少が確実。一部大都市での人
口流入はあるものの、日本各地で高齢化率
が高くなり、住宅地で空き家が増える。精
華町も既にその兆候は見えているが、今後
その傾向は強くなる。

本町においても特に新市街地において高齢
者人口の急増を見込んでいます（P7）。

2-5 地球温暖化は残念ながら確実に進行し、世
界で気候変動による異常気象などの影響が
大きくなる。世界の人口増加とも相俟って
温暖化の影響は水資源不足、食糧不足を加
速し、食糧や石油などの地下資源輸入は困
難になる。BRICSやASEAN、中南米など新興
国の経済的台頭に伴う地下資源の需要増も
これに拍車をかける。精華町でもこの影響
は大きく、食物とエネルギーの地産地消へ
の転換をせまられることになるだろう。

食糧問題やエネルギー問題は学研都市建設
当初からの重点課題として掲げられてお
り、本町においても、地産地消の推進と小
規模分散型エネルギーシステムの普及は重
要と考えています。
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2-6 経済的には国と地方の負債が膨らみ続け
て、このままでは生活基盤が崩壊する恐れ
が大きい。

本計画の前提として「国家財政の破綻的状
況」を見込んでおり、可能な限り自立を目
指したまちづくりが必要であるとの認識に
立っています（P59）。

2-7 食糧・水不足に備えて不耕地の貸農園化、
水源地域の里山涵養を進める

食糧問題については地域農業の振興による
ものだけではなく、学研都市における植物
工場など新たな研究開発の推進なども重要
であると認識しています。また、水源問題
については、地下水だけでなく木津川水系
からの受水枠を確保し、将来に備えていま
す。遊休農地については市民農園などでの
活用も推進していきます（P24、P26、
P54）。

2-8 里山の放置竹林や剪定枝をバイオマス資源
としてエネルギー源や肥料、構造材、炭な
どに利用し、その産業化をめざすプロジェ
クトを進める

環境分野においても学研都市の研究開発成
果を活かした新産業創出に努めていきます
（P22）。

2-9 狛田地区学研開発計画を見直し、里山機能
と自然を生かしたビオトープ、エコツーリ
ング・コース、自然の中の福祉施設などの
利用法を所有企業に提案し、住民と都市部
の子どもたちに提供する

新たな学研狛田地区の開発にあたっても、
自然と調和のとれたまちづくりを推進して
いく方針です（P4、P26）。

2-10 都会地からのアクセス利便性を生かし、都
会地の年金者などとタイアップして農園・
里山を管理・利用する

遊休農地の活用や里山保全活動を推進する
施策の実施段階で、参考にさせていただき
ます。

2-11 歩道・自転車道路の整備とバス路線の新
設・延伸・便数増加を図る

歩道や自転車専用レーン設置のあり方につ
いては今後の道路整備にあたっての課題で
あると認識しています。また、「路線バス
などの公共交通の拡充」も図ることとして
います（P28）。

2-12 歩いて暮らせるよう日用品・食料品などの
商店を狛田駅周辺を含む住宅地に誘致する

地区計画や地域整備計画において近隣商業
施設の適切な配置誘導による市街地形成に
努めていくこととしています（P24、
P26）。

2-13 食糧の地産地消を推進し、支援する 生産から供給に至る「六次産業化」を目指
し、農業振興に努めていくこととしていま
す（P24）。

2-14 バイオマス由来のペレットストーブなどを
エネルギー源として利用する誘導策を進め
る

再生可能エネルギーの普及促進について
は、当面、太陽光発電の活用を軸に展開を
進めていますが、環境関連技術の著しい進
歩も考慮し、具体的技術の明記は避けてい
ます（P54）。
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2-15 用水路の小水力発電やソーラー発電など再
生可能エネルギーの普及を進める

（同上）

2-16 健康にイキイキ、自己実現と助け合いを進
めるため、地域活動や町政に参加しやすい
仕組みづくり

住民による健康増進活動や地域コミュニ
ティーに依拠した地域福祉活動、さらには
住民による公共的活動の推進は重要な課題
と位置づけています（P35、P41、P61）。

2-17 住民ニーズに沿った福祉施設、医療施設の
誘致と施策を進める

これまでからも住民ニーズに即した施設整
備の促進に努めてきていますが、今後の高
齢福祉施策の展開にあたっては在宅介護の
支援が大きな課題になると認識しています
（P39）。

2-18 公共交通と教育条件の充実、新旧住民の交
流によって若い世代が集まりやすい施策を
進める

就職期を迎える若年層の流出は課題である
と認識しており、各分野での施策において
配慮すべき事項であると考えています
（P7）。

2-19 空き家をなくすため、賃貸、売買希望の住
宅情報公開など仲介を支援する

空き家をめぐる火災予防や環境対策などで
の課題認識はありますが、現時点では行政
として仲介などの空き家対策を講ずる考え
はありません。

2-20 若い世代も退職世代も町内で仕事できるよ
う企業・商店・NPOなどの誘致策を進める

「学研都市を活用した産業集積」を今後も
推進していくこととしています（P5、
P22）。

3-1 私の意見は、一つ「中学校の完全給食早期
実現」です。遅くとも、三年以内に実施を
お願いいたします（意見要旨）。

「中学校への給食導入」を進めることを明
記していますが、実施時期については今後
の実施計画で定めることとしています
（P48）。

3-* 「第1回精華町子どもの食のあり方懇談会会
議録」も拝見し、気づいた点がございまし
たので、あわせて書かせていただきます
（以下、略）。

教育委員会にご意見を伝達させていただき
ます。

3-* 「開かれた議会」においても、気づいた点
がございますので、書かせていただきます
（以下、略）。

議会にご意見を伝達させていただきます。

4-1 3ページ（2）の③について「概ね３年間に
実施する・・・計画を・・」→『３年毎の
策定を基本とし・・』とする（以下、意見
箇所抜粋）。

実施計画については、毎年財政状況を考慮
しながら見直すこととし、各事業施策の実
施時期を前後にずらすなどの計画調整を適
宜行う予定ですので、この表現としていま
す。
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4-2 国の政治・経済が「失われた20年」今後30
年になりかねない状況の中で様々な変転が
地方政治にも及ぶことを充分に考慮して立
案することが大事である。さしあたりは消
費税増税、社会保障の削減、自治体主権と
財源論、労働政策、TPP 、公共事業、関西
広域連合と道州制など、その方向によって
町の政策は無縁であり得ない。また、近年
顕著に現れている気候の異常性など地球環
境変化、新たな原子力発電による放射能の
悪影響で農業をはじめ住民が生きる生活基
盤が揺らぐ懼れに対しても町行政として対
応力を求められている。従って、これらの
動向にかかわらず町の政治として今後基本
とすべき理念・原点を明確にうたうことが
必要ではないか。どのような変動にたいし
ても憲法に立脚すること、自治主権と住民
主権を守りぬくこと、町行政はその中核と
して責任遂行の義務を確認しておくことが
今日の「最上位計画」としての要件であろ
う。

地方公共団体が総合計画を策定する場合、
当然ながら今後の国の政策動向を一定予測
しながら斟酌する必要があると考えます
が、本計画の策定にあたっては、地方自治
をめぐる向こう10年間の我が国の動向とし
て、まずは平和が維持されること、国全体
の大きな経済成長は期待できず国家財政が
縮小傾向となる可能性があること、地方分
権の進展と地方の財政的自立が一層要請さ
れることなどを基本的認識としています。
また、現行憲法に規定されている「地方自
治の本旨」については普遍の原理であると
の認識に立っています。なお、地方自治発
展のための諸原則を規定することなどにつ
いては、他の自治体で別途条例制定などの
動きもありますが、本町において現時点で
はその考えはありません。

4-3 現状の捉え方と発展策について…住民生活
が、どのような勤労実態に基づいて成り
立っているかの分析が明確に示されていな
いのは重大な弱点であると思う。今後のま
ちのあり方としてこのことを踏まえた構想
と計画を新たな出発点としてとらえる観点
が希薄ではないか。生業が健全で安定して
いてこその町の発展である。勤務動向先と
その労働状況・収入、地元産業の実態と支
え手の分析も明瞭でない。自立できる町の
力の源泉の創出策が欲しいところである。
高齢化と少子化については、両面で積極的
な対処策が必要と思う。生活基盤の安定化
方策、援助策、消費・買い物・医療の環境
づくりも方向を出せたらと不満が残る。

本計画の策定にあたっては、国勢調査をは
じめとする基幹統計などを用いて指標など
の設定を行っています（主要な統計数値に
ついては「統計で見る『せいか』」として
ホームページ上で毎年公表しています）。
ご意見のとおり、住民生活の状況をあらゆ
る角度から把握し、行政の計画と執行に反
映させていくことは重要なことであると考
えております。

4-4 伝統集落と学研地域の住民共同と調和につ
いてのあり方論も踏み込んだ論考が問われ
ていると思う。識者の知見の集約もこの点
では少ないのではないか。借りるべき知恵
の結集方法にに欠落はなかったかと感じ
る。

本町における既存地域と新市街地の住民間
の交流や融和への配慮は従来より各施策展
開における基本原則の一つであり、改めて
基本構想の「まちづくりの基本理念」にお
いて「交流と連携」の重要性を打ち出して
います。なお、この点については有識者か
らも様々な提言をいただいており、重要な
知見として反映しています（P4）。
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4-5 まちの構造②土地利用について…4つのゾー
ン像は良い。その実現策については、バラ
ンスとあわせて力点をどこに置くのが問わ
れる。平板になっていないか。町づくりの
上での前向きな投資が必要であるが、経済
効率中心に陥らない長期的視野で実現を図
ることが肝要と思う。

基本的には3つの駅勢圏からそれぞれ丘陵部
に伸びる「まちのゾーン」について、今回
は面的にほぼ将来完成形として表現してお
り、その意味で保全を図るべきゾーン
（「農のゾーン」と「山のゾーン」）との
対比が明確になったものと考えています
（P14図）。一方、力点を置くべきエリアに
ついては、新たに「都市軸」の設定などを
盛り込んだ「都市構造」で整理を図ってい
ます（P11～12）。

4-6 コミュニテイー圏域について…案文を是と
した上で、もう1歩その深化のために、ⅰ自
治会の活性化ⅱ自主自発による市民活動の
形成策ⅲ社協・PTA・老人会など半官制既製
組織のマンネリ打破について町民の意識渙
発が欲しいところである。

基本構想のコミュニティー圏域での記述に
おいては施策の展開方向までは記載してお
らず、基本計画の「コミュニティー・地域
福祉」部分（P41）と「住民協働」部分
（P61）で記述しています。本計画において
は住民自治進展について行政からの関与の
トーンを抑える一方で、住民と行政とが重
なり合う協働の領域となる「公共的活動」
に焦点を当てています。

4-7 財源について…総合計画の実現のための財
源をどのように確保するのかが欠落してい
ないか。国・府にまかなわれるべきものな
どの動向も考慮にいれた上で、計画推進の
ためにどれだけ必要でそれをどこから作り
出すかの考え方は必須要件ではないか。抽
象表現であっても記述がいると思う。

本計画において財政計画については記述を
しておりません。今後、実施計画の公表と
合わせて財政見通しの公表にも努めてまい
ります。

4-8 P20…国・府による学研都市構想によりかか
らない町自身のシビアな見すえ方が大事で
ある。国策・府策の積極面を生かしつつも
自生性をもった主張をどのように組み込む
かを住民力で考えたいと思う。例えば20
ページ〔産業〕記述はその通りですが、類
似地の全国共通表現でしょう。目標接近策
は？

ご意見のとおり主体性を持ったまちづくり
展望を持つことは重要と考えます。産業分
野における学研都市を活用したまちづくり
では、学研施設用地に生産機能を持った施
設の立地を進めたことなどは、町が主体的
に求め、行動し、実現してきたことの成果
であると総括しています。具体的な指標に
ついてはP25で展開していますが、その実現
のための個々の施策については実施計画レ
ベルの記述となりますので記載しておりま
せん。

4-9 P25…1欄―10年後目標値すくなすぎない
か。

実現可能性の見込まれる範囲での設定とし
ています。

4-10 P25…5欄―累計値で表現が必要でないか。 荒廃農地の減少がイメージできる表記とし
ています。

4-11 P25…6欄―目標すくなすぎないか 実現可能性の見込まれる範囲での設定とし
ています。
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4-12 P25…7欄―200億円が可能か？と。 学研精華・西木津地区における未利用地・
低利用地における施設立地を推進する立場
からの設定としています。

4-13 P28…生活道路について、木津八幡府道線の
整備不良は明らか。生活上町域主要幹線と
の位置づけが必要で鉄道横断、歩道・自転
車道の整備がもとめられます。その位置づ
けが必要でないか。

個別路線ごとの記述は行っておりません
が、ご意見を踏まえて施策の展開にあたっ
てまいります。

4-14 コミュニティの形成は重要な課題。その環
境・条件整備の面で町南部地域の住民意識
と行動形態を深める必要がある。桜が丘地
域では、消費行動や日常の出かけ先が地理
的に奈良・木津側に傾きやすく、町への求
心力が低いと思われる。各種選挙で国政関
係では標準的な投票率、府・町関係では明
確な低率性を現す。市民結合も町を意識し
た行動形態となりにくい面がある。町行政
の意識的戦略的な重点政策で逆流を計るこ
とことが大事である。最小限、近隣地域住
民の往還拠点として現在欠落している町南
部での公民館ないしコミュニティ会館施設
配置は必須条件としての課題である。

今後の桜が丘地区のコミュニティー形成と
他の地区との交流については大きな課題で
あると認識しています。特に、国道163号の
地域高規格道路としての整備が進めば、南
北間の人の交流が難しくなる恐れがありま
す。そうしたことから、これまで山田川流
域で進められてきた交流の取り組みを一層
推進するために、新たに同流域を「ふれあ
いゾーン」として設定しています（P14
図）。また、町南部地域に広域的なコミュ
ニティー施設が不足していることは認識し
ており、コミュニティーの目標像ですべて
の「小学校区で多目的に利用できる施設が
確保されています」と掲げています
（P41）。

4-15 健康づくりにおいて…病気・衛生予防検診
は相対的に高い水準にあると思いますが、
なお高める必要がある。特定健診受診率を
10年で31.6％から65％にどのように進める
のか具体策が課題である。

本計画では施策の展開方向を示すにとど
め、具体的な施策名称まで記述しておりま
せん（P35）。

4-16 40ページ〔指標〕障害者施策7・8・9行目標
低すぎないか。

個別計画である障害者基本計画などと整合
のとれた設定としています（P40）。

4-17 学校教育は、競争教育に陥っていないかの
顧慮がもっとも大事な視点である。あくま
でも子ども一人ひとりが個性と人間性を最
大限伸ばす成長のためにその役割が求めら
れる。独立委員会機能の保障、行き届いた
教育への30人学級制接近への展望も望まれ
る。行政が各学校に成果主義誘導にならな
いことが大事である。

本計画では学校教育の包括的な内容にとど
めており、教育行政推進にあたっては毎年
度、「指導の重点」や「精華まなびのプラ
ン」を作成して実践にあたっており、それ
らの作成の際に参考にさせていただきます
（P48）。

4-18 町内の教育従事経験者は多い地域と思われ
る。その知見や実績を町教育行政に生かし
繋ぐかも検討課題ではないか。

本町の教育行政推進のため、町内にお住い
の技能や知見を持った方々のお力をいただ
いておりますが、まだまだ多くの方がおら
れると考えており、今後も教育行政推進の
ため広くご協力をいただけるよう努めてま
いります（P48）。
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