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第 4回 精華町総合計画審議会 議事摘録 

 

■日時・場所 

・ 平成 24年 10月 13日（土）10：00～12：00 

・ 精華町役場 6階 審議会室 

 

■内容 

１．開会 

○ 会議成立の確認 
・ 出席者 14 名、欠席者６名であり、委員の過半数の出席により、本審議会の成立を確

認した。 

○ 町長あいさつ 
第 3回の審議会では、それぞれの立場から数多くのご意見やご提案をいただいた。それ

を踏まえ、組織を挙げて検討し、本日、中間案としてお示しさせていただくこととなっ

た。 

週明けには、パブリックコメントに附したいと考えている。基本構想の重要な部分であ

る「まちの将来像」を示すキャッチフレーズを中心にご審議いただきたい。 

 

２ 議事 

(1)（仮称）精華町第 5次総合計画素案（中間案）について〔資料２・資料３〕 

事務局 資料説明 

石崎委員 19 ページ「最先端の研究成果発表など、多様なイベントが産学公住の連携

により開催され、町かからの」は「町外からの」の間違いではないか。 

35ページの「1節 健康・医療」の「柱① 健康づくり」「乳幼児期の健康

診査」は、「診断」ではないのか。 

事務局 「町外からの」に修正する。乳幼児健康診査は「診断」でなく「診査」で

ある。 

石崎委員 生涯学習のまちづくりという視点をどのように捉えているのか。全体とし

て第 4 次より少し弱まっている印象を受けた。学校教育、社会教育、家庭

教育、すべてを生涯学習の体系の中で捉えて考えていくことはまちづくり

と関係する。そのような書きぶりにはできないか。 

事務局 全体の書きぶりとして、非常に躍る言葉、勇ましい言葉をあまり用いてい

ない。そのため、第 4 次計画よりも位置づけが弱まっている印象を与えて

いるかと思う。 

時代潮流としては、生涯学習振興法の施行に伴って生涯学習が拡がったな

かで、社会教育にあった部分を今回の計画では「公共人材の育成」といっ

た項目で起こしている。 

生涯学習の内容を教育委員会の部分で一括して整理すべきか、教育委員会

にとどまらず全庁的に取り組むべきか町としてもまだ十分に整理されてい

ない所もあるが、生涯学習の重要性は十分に認識している。 
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教育での記述が少ないように感じるかもしれないが、全体として生涯学習

に関する熱意を書いている。第 4 次に比べると弱く感じるのは全体的に目

減りしたためだと思う。 

石崎委員 まちづくりと関わった生涯学習の推進が第 4 次以降ずっと続いていること

は了解した。46 ページの「生涯学習」に、「学習機会の充実」「ボランティ

ア」といった表現を加えることはできないか。 

事務局 46ページの表現の方法は検討させていただく。 

吉川会長 具体的な文言を入れてほしいという意見であった。パブリックコメントが

10月 16日から始まる関係もあり、修正等は事務局に一任することになるが

よろしいか。 

──（委員一同了解）── 

中原委員 33、43ページの「交通安全」に記載されている、「交通安全施設」とはどの

ようなイメージか。 

事務局 広く捉えると色々なものがあるが、防犯の立場から防犯灯と呼んでいる交

通安全灯、道路に対する道路照明、ガードレール、カーブミラーなどであ

る。交通安全施設には交通安全対策と道路管理者が道路施設として取り組

む部分がある。 

中原委員 けいはんなサイクルレースの開催や中学生の自転車通学などがあるが、ま

ちのなかを自転車が通れるような整備についてのイメージがここには含ま

れているのか。 

事務局 歩道内、車道内への自転車レーンの整備については、精華町単独でできる

ことではなく、交通規制のなかで警察とタイアップさせていただくことに

なる。そのため、ここには方向として示しきれていない。今後、通行量に

よって区分されるところが出てきたら、警察の指導に基づいて対応してい

きたい。 

中原委員 歩行者と自転車の問題もあるが、むしろ自転車と自動車のほうが大きな問

題である。そこを解消しないと道の安全は確保できないのではないか。自

転車が車道を通る場合は路側帯を通ることになるが、路側帯のないところ、

路面環境が悪く危険なところが多くある。路側帯を改善しなければ、結局、

自転車は道路からも歩道からも追い出され、走るところがなくなってしま

う。 

事務局 車道に自転車専用レーンを設けることについて、精華町は最近警察とやり

とりが始まった段階であり、試行的に追求していく方向でいる。 

中原委員 全国的に遅れている問題であり、人と自転車だけの取り組みにしないでい

ただきたい。現状は路側帯を自動車が通っているため、自転車が走れない。

路側帯を自動車が走らないようにマナーを守る必要がある。その意味では、

小学生や中学生への自転車マナーの教育が重要である。 

事務局 小中学生の自転車マナー等については、43 ページの「住民の交通安全意識

を高めます」で受けとめている。 
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杉下委員 交通問題は日本の全体的な問題である。交通規制は法案の関連が大きくあ

るが、精華町を進んだまちにしていくためにも木津川署等と連携してロー

カルルールを作っていってはどうか。例えばヨーロッパには石畳が多くあ

り、石畳ではスピードはあまり出さないという暗黙の了解、ルールがある。

精華町でできることを一つやると、それからどんどん変わっていくのでは

ないか。 

自転車マナーの問題は、自転車が軽車両であり罰則があるという認識が低

いことに関係する。けいはんなサイクルレースの前に自転車競技連盟がマ

ナー教室を開催しているが、参加者は少ない。 

体育協会は住民の皆さんの協力を得て盛んに活動している。体育協会の行

事を通じて自治会や住民が一つになっていく。そういった行事を開催でき

るように施設の充実、整備、貸し出し方法などを検討しなければいけない。 

田中委員 33 ページ「児童福祉」について、子育て地域パートナーとして活動してい

るが福祉団体が頑張ろうとしても、活動場所がない。「子育て支援の中核施

設の整備を推進する必要があります」とあるが「早急に」という文言を入

れて「子育て支援の中核施設の整備を早急に推進する」としていただきた

い。 

「高齢・障害福祉」に「自らの経験を生かした地域づくりなど、高齢者が

元気に社会参画できる場を充実させる必要があります」とあるが、具体策

について記載いただきたい。 

46 ページ「人権尊重と男女共同参画」について、このあたりの意識が最近

精華町内は希薄になっているように感じる。もう少し住民の皆さんにわか

るような人権尊重と男女共同参画の文章を記載いただきたい。 

事務局 全体として「早急に」「喫緊の課題」等の表現を用いていない。「児童福祉」

「高齢・障害福祉」にのみこのような表現を用いると、全部に記載する必

要が生じてしまう。ご理解いただきたい。 

具体策、時間軸については実施計画で示させていただく。 

「人権尊重と男女共同参画」について、具体的に表現をご教示いただける

とありがたい。 

田中委員 表現等については事務局に一任する。 

岩里委員 くるりんバスの年間乗降者数について 10年後の数値はほとんど増えていな

い。超高齢者の移動手段の確保について、基本政策として言及してはどう

か。 

24ページ「歴史資産」という言葉は一般的な表現か。 

50 ページ「スポーツ活動」に「既存設備の改修やプール、ゲートボール場

などのスポーツ施設を計画的に整備し」とある。他の部分は具体的なもの

に言及していないが、ここだけは突出した書き方になっている。全体のバ

ランス上これでよいのか。「多機能的な運動広場」など、もう少し全体的な

活動場面を出すほうがよいのでは。 

先ほど、意見のあった生涯学習について、生涯学習の文言は教育委員会サ

イドの部分として割り切って書いてしまうと書きにくい。全体の総括的な

文章のなかに入れたらどうか。 

事務局 「歴史資産」について、普通は「観光資源」という言葉を使う。「歴史資源」
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「歴史資産」どのような表現が適切か検討する。 

「スポーツ活動」で具体的な施設名が出ているのは、教育委員会としての

最後の取り組みという思いが反映されている。 

岩里委員 町としては野球場、サッカー場など整備していくべきものが他にもあるは

ず。ここで具体的なものを示し、これが最終というのは納得しかねる。 

吉川会長 具体的な施設名は整備計画に譲り、固有名詞は控えたほうがよいのでは。 

事務局 「スポーツ施設を計画的に整備する」などの表現とし、具体的な内容はア

クションプランに譲る方向で内部事情も踏まえ、再度検討する。 

近藤委員 地域の拠点について、今使われている拠点でさえバリアフリーとなってい

ない。自治集会所でさえ、サロンに集いたくても行けない人、妊婦の方に

は行きにくい状況がある。自治集会所の補修にあたっては、バリアフリー

でみんなが使いやすいように考えていただきたい。 

事務局 具体的な表現は記載していないが、集会室が 2 階にあり高齢の人が集うの

にバリアとなっていることなど、集会所が抱える課題については十分に認

識している。町としては、築年数が 20年～30年経つ施設についての平屋建

てへの助成制度などを検討している。 

コミュニティーについて、41 ページの「目標像」にも書いているが、集会

所のバリアフリー化、平屋化していく取り組みの一方で、小学区単位で多

目的に利用できる施設について全地域で施設を整えていくという状況を打

ち出したい。 

前田委員 前回、精華町の文化面の取り組みが弱いため、どこかに記してほしいと申

しあげ、「観光」のところに追加していただいた。また「まちの将来像」の

二つの案に歴史と文化をクローズアップしていただき、文化に対する住民

の意識づけをここへもってきていただいていることはよくわかる。しかし、

具体的な施策が「観光」以外に見当たらない。45 ページ第 3 章「未来をひ

らく文化と環境のまちづくり」の施策のなかに文化に該当するような項目

が挙げられていない。 

46ページ「環境共生」について、54ページに具体的なことが記載されてい

るが、「ごみの発生抑制・再使用・再資源化の「3R運動」を推進し、ごみを

出さないライフスタイル」という内容が前回時点のような感じを受ける。

大事な課題ではあるが、3.11の大震災のあと、ライフスタイルが見直され、

節電、再生可能エネルギーという方向に大きく変わった。その意識、ライ

フスタイルの変化について記載されていなことに物足りなさを感じる。ま

た、「資源・エネルギー」のところに、町として再生可能エネルギーに取り

組む気持ちがあることを記載いただきたい。 

事務局 文化については「観光」「生涯学習」のところで文言修正をしている。基本

理念のところで全面的に文化を押し出し、全部に横串で刺しているという

ふうにご理解いただきたい。 

各分野の具体策として、22 ページ「柱① 学研都市の推進」のなかに文化

創造の部分、生涯学習分野における文化活動支援と隔絶している部分との

橋渡し、といった事業がある。また、23 ページの指標「学研都市イベント

参加数」「府立けいはんなホール稼働率」が挙げられている。これには子ど
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もたちにオーケストラ体験をしてもらう「けいはんなふれあいコンサート」

や精華町の交流ホールのパイプオルガンを使ったコンサートの来場者数が

関係する。具体的な事業名を全部拾っていくと、学研都市であることを踏

まえて文化に取り組んでいることがみえてくる。 

3.11を受けての環境施策の変化については、50ページの「省エネルギーの

推進や再生可能エネルギーの普及促進」という言葉で表現している。具体

的に施策として、電気自動車の購入補助、太陽光パネルの補助（現在中止

中）、全戸ソーラーパネル設置の住宅の整備促進等に取り組んでいる。また、

22 ページの柱①「パイロットモデル事業の誘致を進める」に学研都市で行

われている大規模な社会的実証実験、環境ネットワークさんにも協力いた

だいている「かしこい電気の使い方」の取り組み、様々な実証実験を含め

ている。もう少し列記する必要があるかもしれないが、「環境共生」以外の

ところでも内容を受け止める形にしている。 

前田委員 文化は、古い何かを掘り起こすこと、学研都市が新しいことを目ざしてい

るということ、それらを含めた幅広いことだと思う。文化創造は活発だと

思うが、文化財愛護会の活動は年々低下している。町の文化そのものをも

う少し盛り上げる取り組みがあるとよい。 

事務局 町の歴史文化を知ることは、町への愛着や発展につながると思う。住民の

方に知ってもらうためにどうするか。大切なことである。具体的内容につ

いてはアクションプラン等で示していきたい。 

石崎委員 50 ページの柱①は「歴史」となっている。伝統的な歴史資産、行事、今ま

で培われてきた伝統的なものがすべて含まれていると思うが、「郷土の歴

史・文化」の言葉をいれ、歴史プラス文化としてはどうか。柱②「文化活

動」は、学研を含んだ現代的な文化、住民のサークル活動を含めた文化活

動という意味で①と②をすみ分けてはどうか。 

吉川会長 「歴史」のところに加えるということか。 

石崎委員 「歴史」の説明のなかに「文化財や史跡など」と書かれており、内容は含

まれていると思うが、「歴史」の柱に文化を加えたらどうか。 

吉川会長 おっしゃったことは広い意味での「歴史」というタイトルのなかに入って

いる。 

木村町長 平成13年、10年前にこの構想を打ち立て時のまちの状況はどうであったか、

10 年後どういうまちになったのかを考えると、平成 13 年度町税収入は 55

億 1,400万円、その後急激に後退し、2年後には約 9億円減のなかで町の維

持、将来に向けての積み上げをやらざるを得なかった。今日、人口は 7,000

人増え、高齢の人も着実に増加している。税収は平成 13年度より約 3億円

減のなかで町行政の執行をさせていただいている。13 年度に夢を見た第 4

次総合計画は、精華町としては 60億台の税収の想定をしていた。こういう

責任ある立場からすれば、この先をどう見ていくのかということも強く附

議すべきだと思っている。しかしそういったことをすれば住民の皆さんが

悲観の方向に行かざるを得ない。皆さんに思い切って将来の夢を語っても

らい、可能な限りそれに挑戦する。それがまさに第 5 次総合計画に盛られ

ていくものだと思う。今まで出していただいたご意見は大変ありがたく、
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それを大事にしながら事務局で整理させていただく。 

事務局 前回の第 4 次総計では文化財という言葉のみで、一小柱扱いであったが、

今回は基本構想の基本理念を見直すなかで全面的に歴史と文化を生かした

まちづくりという部分を共通の横串で刺していけるようにしている。基本

計画レベルでは十分な扱いではないかもしれないが、ご理解いただきたい。 

岩里委員 「市民活動」の用語解説が 3 カ所にでているが特に 3 回も説明する必要が

あるのか。 

事務局 用語解説はその言葉を使うたびに各ページに記載したい。用語解説をつけ

たらよい、語句についてご指摘いただきたい。 

今川委員 白紙部分が多いのは、今の美しい風景の写真、課題の写真、小中学生の絵

や作文を入れるといったことを考えてだと思うが、仕上がりのイメージを

教えていただきたい。 

事務局 まちづくりの達成度がわかるように「現況」のところに魅力的な写真を使

い、「これから 10 年の課題」は実情を示す写真を使いたい。余白は、ビジ

ュアル的に見てわかりやすいものを載せていく。 

吉川会長 キャッチフレーズについてご意見をお願いしたい。 

前田委員 案 3「人を育み未来をひらく学研都市精華町」がいいのではないか。 

船越委員 案 3がいいと思う。「人を育み」というのは人づくりであり、最重要課題で

ある。今回、「100 人の集い」をつくられたが、人づくりにずいぶん役立っ

ている。これが大変な財産になってくる。この発想をこれから大事にして

いってもらいたい。人づくりのためには行政の役割が重要で、住民をコー

ディネートし、能力を発揮させていく意識が大事。 

「100人の集い」については用語解説をお願いしたい。 

案 1 と案 2 について、ふるさと案内人として精華町の歴史を掘り起こして

いる。なかなか面白いが、今のところはまちの歴史を誇りに思っている住

民はそう多くない。全国的にみても精華町の歴史はそれほど自慢できたも

のではない。 

石崎委員 案 3に賛成である。「人を育み」の中身は、まちづくり、人づくり、人を大

切にするとか、広く社会教育全般という説明をされた。また、国際貢献と

などを「未来をひらく」という部分で考えることができる。 

岩里委員 「文化と緑」「歴史と文化」はあまりにも一般的すぎる。案 3がいいと思う。 

中原委員 案 3でもいいが、「未来をひらく人を育てる学研都市精華町」としてはどう

か。 

前田委員 「未来をひらく人を育てる」とすると、学研都市は人だけに目を向けてい

る感じがする。 

杉下委員 歴史と文化が強調されると、スポーツなどが消えてしまう印象がある。「人

を育み未来をひらく」は総体する表現だと判断でき、案 3がいいと思う。 

50 ページに体育協会の固有名が記載されているが問題はないのかご検討い

ただきたい。 
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田中委員 案 3がいいと思う。このなかにすべてが入っている。 

前田委員 精華町は相楽郡全体からみれば文化遺産、文化に対する活動が少なく、大

きく誇るべきことは何もしていないと思う。だからこそ、文化を精華町で

もう少し膨らませていくべきであり、その気持ちをどこかに表していただ

きたい。文化活動、文化遺産など文化に対する見識が少ないのは精華町の

弱点だと思う。文化財愛護会の活動を通じてカバーできればよい。 

船越委員 文化は箱ものとかハード面が中心だったが、これからは心のゆとり、豊か

な気持ち、といったものを前面に出すような生活なり行政の姿勢がほしい。

精華町にもそこはかとなく文化が香る行政をやってもらいたい。精華町は

相楽郡のなかでは文化が秀でているまちだと思が、これで十分ではなく、

さらなる取り組みを期待したい。 

野口委員 精華町は将来性のあるまちであり、「未来をひらく」という言葉が入ってい

るのがよく、案 2よりもより簡潔な案 3がいいと思う。 

吉川会長 社会文化環境、経済環境、自然環境など人間を取り巻く環境と人間との相

互作用をどう取り扱っていくかというのが計画の本質となる。人間が中心

だから「人を育み未来をひらく学研都市精華町」に多くの委員の皆さんが

賛成されたのだと思う。 

案 3で決めさせていただきたいがよろしいか。 

──（委員一同了解）── 

吉川会長 3ページ「計画の構成と期間」について、基本構想は英語でビジョン、パイ

ロットプラントというが、大きな「こうしたい」ということを決めるもの

である。それを論理的に整合性がとれるようにしていくのがマスタープラ

ン、いわゆる基本計画となる。基本計画を基にして実施計画をつくる。実

際は実施計画のなかに整備計画、プログラムがあり、それから実施計画の

プロジェクトに移っていく。委員の方からは行政計画として整備計画、実

施計画をつくっていくときに非常に重要なご意見を賜った。事務局は議事

録としてしっかり残し、参考にしていただきたい。 

事務局のほうで若干の修正があるかもしれないが、大部分はこれで基本計

画としてお認めいただきたい。 

──（委員一同了解）── 

３ その他 

事務局 パブリックコメントを来週 10 月 16 日（火）から 11 月 12 日（月）の 4 週

間実施する。これを踏まえた最終案について 5 回目の審議会を 11 月 15 日

（木）午後 3 時 30 分から開催したい。その後、精華町議会 12 月議会へ議

案を提出する。次回 5 回目の審議会は、パブリックコメント終了後の意見

調整等を行うため、資料の事前送付が難しい状況もあるかもしれないがご

理解いただきたい。次回会議の詳細については後日文書でご連絡する。 

 

４ 閉会 


