
パブリックコメント手続き結果概要 
 

１．案件名 

  「第 4次交野市総合計画策定作業基本方針」（原案） 

 

２．実施機関（担当所管課等） 

 (1)名称      ： 総務部企画財政室企画担当 

 (2)所在地     ： 〒576－8501 交野市私部 1‐1‐1 

 (3)電話番号    ： 072‐892‐0121（内線 234） 

 

３．概況   

 (1)意見等募集期間 ： 開始 平成 20 年 3 月  1 日（土）から 

終了 平成 20 年 3 月 31 日（月）まで 

(2)結果周知手段  ： 広報かたの、交野市ホームページ 

(3)結果資料公表場所： 交野市ホームページ、情報公開コーナー、 

            企画財政室企画担当（市役所本庁 2階） 

 

４．受付した意見等の件数 

 合計  ２件 （延べ  ２件） 

（注）一回の提出で複数項目に意見をいただいたものがある場合、それを分けて

延べ件数として（ ）内に記載した。 

 

５．受付した意見等の結果 

(1)全般に関する意見                     ２件 

(2)『１．計画策定の趣旨』に関する意見等            １件 

(3)『２．留意すべき社会構造の変化』に関する意見等       ３件 

(4)『３．新たな総合計画策定の基本的な考え方』に関する意見等 ５件 

(5)『４．計画の名称、構成及び期間』に関する意見等           ５件 

(6)『５．計画の策定』に関する意見等                         ６件 

(7)『７．その他』に関する意見等               ２件 

 

その他、パブリックコメント対象外の意見          ０件 

                   合計    ２４件 

 

６．意見等に対する考え方・対応 

(1)全般に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

総合計画策定にあたっては、できるだけ多くの
市民からの意見を聞くことが重要。 

説明会や会合など、地区ごとだけでなく、全体
会合のようなものを実施してほしい。 

全体会合的なものとして市民フォーラムの開催
を想定しております。 

 

１ 

市民協働で策定作業を進めるにあたり、より多
くの市民が関心を持てるよう、広報などでしっか
りＰＲして欲しい。 

策定作業の全過程を通じて、市民の皆さんと情
報共有できるよう、広報紙、インターネットなどを
活用して積極的にＰＲしていく考えです。 

 

１ 

 

 

 



(2)「１．計画策定の趣旨」に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

“これまで以上に住民自治を徹底した地域経営
と行政経営の方向性を明確に指し示す”という
方針に対しては、大意として同意です。 

  

１ 

 

(3)「２．留意すべき社会構造の変化」に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

留意すべきなのは社会構造の変化だけなので
しょうか？ 

総合計画を立てる上で、留意すべき事項とし
て、ひとがつくるまちの社会構造だけでなく、地
域構造の変化も、地域環境の変化も留意すべ
きではないでしょうか？ 

第 3 次と第 4 次の大きな違いは、交野市内を縦
断する第二京阪道路が共用され、第 4 次の総
合計画の期間に大きく影響が現れることは無視
できないでしょう。 

本件は作業の基本方針であり、ご指摘の件に
ついては、当然具体的な作業の中で大いに留
意されるものと考えます。 

 

１ 

(1)ツリー型社会からネットワーク型社会へ 

言葉の定義の説明にあたる部分の文章表現が
難解かつ長過ぎるため“ツリー型社会”“ネット
ワーク型社会”のイメージが持てない。もっと分
りやすい文章表現にしてほしい。 

 

より簡潔に、かつ分りやすい表現に改めます。 

（二重線→削除、下線→追加） 
 

（１）ツリー型社会からネットワーク型社会へ 

 

価値観の多様化といわれて久しいが、さらに、

近年における情報通信技術の著しい進化によっ

て、その傾向は一層顕著となっている。情報が時

間と空間を飛び越え、必要とされるものが必要と

するものと直接アクセスする、ネットワーク型の

水平関係を基本としたシステムにより提供される

ようになったことは、こうした状況は、従来の上

下関係、縦割りなどの階層により構成されるツリ

ー型社会（ツリー型社会）に大きな転換を迫るも

のとなり、社会そのものが、自律した個々が水平

的に存在し、必要に応じてつながることを可能に

したするネットワーク型社会へと急速に移行しつ

つある。 

 

 

１ 

(3)統治（ガバメント）から共治（ガバナンス）へ

“公共空間”という表現の意味がわかりにくい。
また、地方自治との関係も分りにくい。 

 

より分りやすい表現に改めます。 
（二重線→削除、下線→追加） 

 

（３）統治（ガバメント）から共治（ガバナンス）へ 

このように地方自治のあり方は、いまや行政中心

のツリー型の関係を主とする上から下への統治

（ガバメント）による公共空間から、多様な主体

がネットワークしあって、必要に応じ連携し、ま

ちという領域、ありたいと思う将来像を共有する

中で、それぞれができることを担い合って自治を

進めていく、共治（ガバナンス）による新しい公

共空間へと転換が求められている。 

 

 

１ 

 

 



(4)「３．新たな総合計画策定の基本的な考え方」に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

(1)夢やビジョンを共有する新しい時代の総合

計画 

“市民が愛着を持ち続けるという”このまちの特
性は、緑豊かな環境があってこそ、大きく変わる
ことはないのですが、さて地域構造の変化で、
“大きく変わるのではないか”と危惧するのは、
ひとりの市民だけではないはず、“市民が愛着
をもち続けられるように維持しなければならな
い”という強い意志が必要ではないでしょうか？

 

 

本件は特性としての性質を述べたに過ぎず、ご
指摘のような具体的方向性は作業の中で形づ
くられていくものと考えます 

 

１ 

(2)プロセス重視の総合計画 

マネジメントするのは誰なのか、行政なのか、
市民団体なのか、自治会なのか？ 

誰が“マネジメントする能力を強化して”いくので
しょうか？ 

前の市長の負の遺産を抱えて、将来を見据え
ると、強いマネジメント力をもつ者に対して、正し
く行われているのかのチェックするシステムが
必要ではないでしょうか？ 

“自分たちで実行し、評価とともに見直すことの
できる住民自治の基本的なシステムの構築”と
する必要があるのでしょう。 

 

本件は作業の基本方針を定めるもので、ご指
摘の件は作業の中で具体的に確認されていくも
のと考えます。 

 

 

１ 

（3）より広域な視点を持った総合計画 

次の総合計画においては、生活の環境・地域の
環境・地球の環境と、環境の問題が重要となり
ます。この環境の課題が“広域性を活用とした
自主自立の方針”の項目の中に埋もれた感に
見えます。“社会や地球への実践的なメッセー
ジの発信”ということばを、ひとつのテーマとして
取り上げるべきではないでしょうか？ 

 

本件は作業の具体方針定めるもので、何を柱と
して計画を策定するかは作業の中で検討され
ていくものと考えます。 

 

１ 

(4)小さなまちならではの大きなチャレンジ 

市民と行政の連携は、相互が信頼できる連携
システムであり、インターネットなどの情報シス
テムだけではなく、生身の人と人が協力できる
仕組みに相互の連携というネットワークが必要
となります。 

 

ご指摘いただいた内容と同じ考えで基本方針原
案を作成しています。 

 

１ 

(5)共治のデザイン 

“試行錯誤”ということばの裏には“未完のおそ
れ”があります。交野市の限られた財政の中
で、時間と費用をかけて総合計画を策定する際
には、“無駄のない方法で試行錯誤”という矛盾
した定義が必要ではないでしょうか？ 

 

「無駄のない方法」の視点が不明ですが、前
項のとおり、プロセスとコミュニケーションを大切
にする協働のしくみづくりの過程では、どうして
も試行錯誤にならざるを得ないと考えていま
す。また「未完」の定義も常に発達成長するとと
らえることも必要だと考えます。 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 



(5)「４．計画の名称、構成及び期間」に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

(1)名称 

“市民でつくる、わがまち交野のまちづくり”等の
市民にわかりやすいサブテーマを用意すれば
如何でしょうか？ 

 

サブテーマの要否については、本件を決定す
る手続きの中で、（仮称）交野市夢づくり会
議に諮ることとします。 

 

１ 

(2)構成及び計画期間 「基本構想」 

“交野のゆめと将来”等のサブテーマがあれば
わかりやすい基本構想となります。 

 

サブテーマの要否については、改めて夢づくり
会議に諮ることとします。 

 

１ 

 

(2)構成及び計画期間 「基本構想」 

時間と費用があれば、超長期将来の交野市像
をシミュレーションすることも良いかもしれませ
ん。 

 

将来像は、市民がこうありたいと願うまちの姿で
す。それはそのまちの特性を踏まえたものであ
り、基本的に大きく変わるものではないものです
ので、その作成プロセスを大切にして、まちの
将来の姿がイメージできるようしっかりと作りこ
むことによって、計画期間である 10 年より長期
にわたって持ちつづけることが可能であると考
えており、策定においてそれを目指す考えで
す。 

 

１ 

(2)構成及び計画期間 「基本計画」 

基本構想までは、市民が主体となっています
が、基本計画・実施計画の目標を達成するの
は、行政なのか市民なのか明確に示されてい
ません。“市民とともに行政の目標”と位置づけ
ることが必要ではないでしょうか？ 

 

１ 

(2)構成及び計画期間 「実施計画」 

上記と同じですが、この中に評価・改善のプロ
セスが含まれていますが、実施計画の中に含
めると、自主評価となりかねません。 

評価・改善は“モニタリング計画”として別の計
画とした方が良いのではないでしょうか？ 

基本構想は、自治経営の基本的な理念や市民
が願うまちの姿である「夢」「将来像」など示しま
す。 

基本計画は、基本構想を実現するために、市と
しての取組を体系的に示し、さらに実施計画で
は、毎年度どのような事業を行うかを示すもの
として、施策や事務事業ごとに計画、実行、評
価、改善を市が自主的自立的に毎年行うもので
す。 

本件は総合計画を作成する作業の基本方針を
定めるもので、総合計画をどう動かしていくか、
評価・改善のプロセスをどうするかは、策定作
業の中で検討されるものです。 

 

１ 

 

 

(6)「５．計画の策定」に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

(1)市民との協働体制 

課題は“夢づくり会議”が、総合計画策定の中で
大きな位置づけとなっています。 

人口 8 万人の都市全体のまちづくりに 30 名の
志願した代表で、偏見のないグローバルな視点
からの意見を述べることができるのかどうか？
市のエゴ、地域のエゴ、住民のエゴ、１個人の
エゴのコントロールするルールをあらかじめ会
議のメンバーに意識していただくことが重要で
はないでしょうか？ 

 

 

夢づくり会議”は 8 万市民を代表する方々では
ありません。 

多くの市民の方々の意見・思いを集め、そこか
ら浮かび上がってくる暮らしの夢を描いていた
だきたいと考えています。 

 

１ 

(1)市民との協働体制 

基本的には“夢づくり会議”を中心に据えること
には、賛成ですが、地域の自治を活用するので
あれば、地域自治会を主体とした自治会レベル

 

作業過程でどのような手法・場がよいか、検討
して最適なものを採用してまいります。 

 

１ 

 



の“夢づくり小会議”をベースとして代表者と志
願者を含めた、交野市全体の“夢づくり大会議”
という組織形態が理想です。 

(1)市民との協働体制 

また“夢づくり会議”等で市民と話した結果が一
部の意見の集約とならないようにすることが必
要です。意見を述べたくても、時間の余裕がなく
参加できない市民も多いと予想されます。“井戸
端会議”というネーミングも悪くはないのです
が、そこには“無責任な発言の場”ともなりかね
ません。一部の市民だけの意見を採り上げたよ
うな計画にならないように十分注意して、策定
の仕組みを作り上げることが重要でしょう。 

 

多様な手法により、多くの市民がかかわる作業
となるように努めます。 

個々の意見の採否ではなく、意見の積み上げ
から見えてくる夢を描いていただきたいと考えま
す。 

 

１ 

(1)市民との協働体制 

さらに、“総合計画”の素案が、市民の“夢づくり
会議”だけでできるのでしょうか？そこに事務局
が介在し、主体となる市民が事務局に誘導され
るのではないかという危惧もあります。どこまで
市民が主体となるのか、市民が“総合計画策定
の道具”として使われることのないように市民も
注意しなければなりません。 

 

市民の手による夢を描いていただけるよう大学
とともに支援してまいります。 

 

１ 

(1)市民との協働体制 

公募職員有志は当然ですが、「交野暮らしの夢
づくり会議」には、場面により各専門職員の参
画も必要ではないでしょうか？ 

 

必要に応じ対応する予定です。 

 

１ 

(4)審議会の体制 

審議会のルールを明確にすることが必要でしょ
う。偏見が無く、グローバルに判断できるメンバ
ーで構成をお願いします。 

 

審議会委員の選考にあたっては、十分に留意し
ます。 

 

１ 

 

(7)「７．その他」に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

総合計画策定における、交野市がかける予算
および決算の公表が必要です。 

予算は議会議決後、毎年公表されます。 

ちなみに、今年度は総合計画策定に係る予算
は 400 万円です。 

 

１ 

第 3 次の総合計画を振り返っての評価・反省を
どこに盛り込むのでしょうか？第4次を策定する
前に第 3 次のモニタリング結果を公表すること
が必要です。自己評価にならないように、市民
から評価を受ける仕組みが必要ではないでしょ
うか？同様に第 4 次もモニタリング計画が必要
となります。 

事務事業評価は 1 次、2 次の内部評価、3 次の
外部評価により行い、公表しております。 

 

１ 

 
 
 
 
 

 


