
パブリックコメント手続き結果概要

１．案件名

　　「(仮称)みんなの“かたの”基本構想」(素案)

２．実施機関（担当所管課等）

 (1)名称　　　　　　：　交野市総務部企画財政室企画担当

 (2)所在地　　　　　：　〒576-8501 交野市私部１丁目１番１号

 (3)電話番号　　　　：　072-892-0121(代)

３．概況

 (1)意見等募集期間　：　開始　平成22年 6月 1日（火）から

終了　平成22年 7月 1日（木）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、

　　　　　　　　　　　　実施機関（担当所管課等）の事務所

４．受付した意見等の件数

合計　８件　（延べ４７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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

(2)基本理念に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６件

(3)行動指針に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

(4)基本方向に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９件

(5)みんなの“かたの”の夢に関する意見　　　　　　　　　　　　７件

(6)“かたの”のしくみ“みん活”に関する意見　　　　　　　　１１件

(7)  その他、パブリックコメント対象外の意見　　　　　　　　　　７件  

　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　４７件

６．意見等に対する考え方・対応

(1)全般に関する意見等【表紙、はじめに、全体像その他】

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

“みんな”という言葉の響きには、“わた

し（たち）”でも“あなた（がた）”で

もなく、主体性を感じられないことばの響

きがあり、その主体と責任が、第三者の

“みんな”ということばにすり替えられ

てしまう危険性をはらんでいる。

　交野の市民のくらしは、決して第三者で

なく、“わたし（たち）”と“あなた（が

た）”が主体となって、交野の将来をつく

って行くことを忘れてはならないという

ことを認識し、基本構想の理解が必要。

いろんな主体でまちを担い合うという

「共治」の考え方をもとにつくった言葉で

すが、ご指摘のとおり第三者を意識させる

とすれば、本意ではありません。

そこで、基本構想の名称はそのままにし

ますが、サブタイトルを次のように修正し

ます。

「～わかしから始まりあなたへとつなが

る。“かたの”サイズなまち暮らし～」

1



これまでは「まち」の生き方は住民では

なく、役所が決めてきた。

　ところが、新しい交野の生き方は、市民

の宣言から始まっている。自治の歴史を変

える一歩だと感じる。

　世の中にある自治基本条例なるものの

ほとんどだが、行政主導でできているのに、

交野市役所は市民に「どう生きたい？」と

尋ねたに違いない。

社会構造の変化や多様な価値感の中で、

一人ひとりの行動を同じにすることはで

きません。大きな方向性と行動の指針、動

く仕組みを共有して、あとはそれぞれの思

い、能力に合わせてできることに、自らす

すんで取り組んでいただきたいという思

いです。

1

具体的な施策や計画でなく、大事な価値

観「みんなのほどよい幸せ」という軸だけ

が示され、あとは市民の「つながり」と、そ

こから創造されるアイデアに託している。

役所が住民を信じているに他ならない。

都市化により分断された住民が、再度ま

ちを媒介につながることで支えあう道を

選んだ。今後、人口は減少し成長から縮退

の時代に入る中で、人の生き方と同時にま

ちの生き方の価値軸を切り替える必要が

ある。

　そのとき最も重要なのは、まちとの信頼

関係が根付いていること。まちとの信頼関

係のないところでは、心の成長はない。こ

のことにいち早く気づき、この基本構想で

形にしようとしていると考える。

基礎的自治体として、一人ひとりの暮ら

しが、そのまちとつながりをもつことが大

切と考えます。

　それは、他市と同じではなく、そのまち

がいいと感じられるそのまちならではの

良さであろうと。交野の財政力は非常に弱

いですが、多くの自然や文化、人の資源が

あります。それを大切にする市民憲章「和」

も掲げています。

　この良さと一人ひとりの暮らしをつな

いで、まちの価値としていきたいとの考え

です。

1

だれでもがこのガイドラインを利用で

きる、わかりやすいものにしてほしい。

より使いやすくするため使い方マニュ

アルのようなものを検討します。

1

(2)基本理念に関する意見等【3ページ】

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

交野市の市民憲章“和”と暮らしの夢

が合わさって協働による和が支える暮ら

しの夢が叶えられると非常にうれしい。

市民憲章を中心にすえていますので、ご

指摘のようなまちづくりなるよう、構想に

つくりこんでいます。

1

“かたの”サイズがいい 　 1

「字句」がやや馴染まないような気がす

る。ピタッとくるものに。

あるものを活かしてまちに味わいを生

み出し、一人ひとりが活きるよう暮らしに

なりわいを生み出し、その結果としてまち

ににぎわいが生み出される。

　みんなでわいわいと語り合い活動しあ

いながら、ほどよい交野が、さりげなく一

人ひとりの暮らしとつながっているよう

なまちでありたい。そういう理念になって

います。

　この基本理念に、引っ掛かりを感じてい

ただいたことをありがたく思います。引っ

かかっていただき、意味を知っていただく

ことが大事だと考えます。

　その上で、慣れ親しんでいただけるよう

になることが理想です。

1



わかったようなわからないようなコマ

ーシャルコピーのようなフレーズである。

“みん活”が“みんなが少しずつ活動

し”の短縮形のようだが、“誰が”活動す

るのかをみんなが自分自身に問いかける

ことが必要。

　同上 1

持続可能な発展する交野市の発信 発展を前提とはしていませんが、あじわ

いとなりわいを生み出していくことによ

って、結果としてのにぎわい、更にはいつ

の間にか身の丈が大きくなっていること

を期待しています。

　それが持続可能性につながるものであ

ると考えています。

　ご指摘のように“かたの”を内外に発

信することも重要であると考えます。

1

“何故このような基本理念”をめざす

のか目標理念に至った検討内容が良く見

えて来ない。

この基本構想は、従来のような背景から

順々に積み上げて行く構成をとらず、いい

たいことに徹した構成にしています。

　しいて言えば、逆に読んでいただければ、

なぜ、こういう基本理念になっているかお

分かりいただけると思います。

　なお、参考資料等において、作業経過な

どの流れが分かるものは検討します。

1

(3)行動指針に関する意見等【4ページ】

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

どれも納得できる方針であるが、それぞ

れのことばは、“かたの”という地名を別

の都市の置き換えても、全く通用するもの

である。例えば、「緑豊かな環境とともに市

民がネットワークを形成して協働してま

ちをつくる」というような“かたのらし

さ”が見えない。

他の都市でもこうした行動指針をもっ

ていただくことは重要だと思います。

　かたのらしさについては、基本理念で大

きく示しております。

ご指摘いただいたような具体な個別の

分野の“かたの”らしさや、具体的取り組

みについては、一人ひとり考えも異なるも

ので、この基本構想をもとに、各担い手に

よって考え、実行していくようになってい

ます。

1

みんなが“かたの”がいい！と誇れる、

感じられるまち。むつかしいと思うけれど

大事なこと。

何をもって“かたの”がいいと言える

かは一人ひとり異なりますので、本当に難

しいことと思います。

　だからこそ、大きな方向性や考え、仕組

みを共有して、あとは一人ひとりでも考え、

取り組んでいきましょうというのがこの

基本構想です。

1

価値ある“かたの”は非常に良いと思

うが、だれのための価値ある“かたの”な

のか。市民みんなのもの、市内へ来る誰で

ものための行動指針としていただきたい。

同上。

市外の方にとっても“かたの”がいい

といっていただける“かたの”サイズを

めざしています。

1



(4)基本方向に関する意見等【5～10ページ】

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

暮らし、社会、地域、交野と、テーマが並

び説明されているが、最後の固有名詞であ

る交野だけ異質な感じである。交野市の財

源の課題だと感じるので、資源という名称

が適切であろう。また、環境というテーマ

が掲載されていない。

個人の暮らしから交野というまちの領

域まで、順次視点を大きくして記していま

す。

　ここには、個々の分野（環境や文化等）

は記載しておりません。

1

“経営”というと会社の経営ともみえ

るが、ここでは交野市の経営で、言い換え

ると“地域経営の基本方向”というほう

が分かりやすい。

　また、その説明内には、行政が主体なの

か、あるいは市民に頼っているのか、分か

りにくい。行政でできないところは市民の

協力を仰いで、地域経営（エリアマネジメ

ント）を行っていこうとの思いがあると

考える。

都市の経営には、ご指摘のとおり地域経

営と、行政体としての行政経営の 2面ある

と考えております。

よって正しくは、都市経営と言うべきか

も知れませんが、表現が硬くなりますので、

「“かたの”の経営」と改めます。

なお、基本方向という表記について冒頭

の「基本方向」という項目名で代表し、以下

個別のタイトルからは基本方向という標

記を削除し、やわらかい表現にします。

1

空間形成の基本方向という堅い言葉が

あるが、まちの姿の基本方向の方が分かり

やすいのではないか。

　この中で第二京阪道路や工業系は特筆

されているものの、あじわい、なりあい、に

ぎわいと言いながら商業系や歴史文化、芸

術系は書かれていない。ここでも環境の基

本方向が書かれていない。しっかり位置付

けてほしい。

表現が堅いとの点について、「基本方向」

という標記の方を削除することで少し和

らげます。「まちの姿」という提案をいただ

きましたが、広がりすぎてしまうようなの

で、元のままにします。

なお、ご指摘の商業系や歴史文化、環境

は、「みんなの“かたの”の夢」においてし

っかり位置付けています。

1

施策の基本方向に、自助、共助、自立、共

生、自然、共感と使われているが、共感とい

う言葉は、韻を踏んで“共”という字を使

いたかったのか。

　本来の意味からすると、自然（環境）に

対して生活（環境）となるので、ここは、

【自然と生活】あるいは、意味が異なるかも

分からないが【自然と共存】という言葉が

適切では。

基本的に自らのあり方と関係性のあり

方を示すため、それぞれ「自」「共」という語

で始まる単語を使っています。

　ご指摘の部分は、環境のあり方と環境と

人との関係性をもとに表現したものです

ので、「共感」を使いたいと考えます。

なお、項目名を「施策化の視点」と改めそ

の説明をもう少しわかりやすくする修正

します。

1

施策の基本方向の図のページにはタイ

トルが必要と考える。前後の脈絡からする

と「かたののみんなでネットワークによる

地域経営（エリアマネジメント」が良い感

じがする。

施策化する際の視点をまとめたもので、

ページはその前のページのタイトルから

続いています。実際の冊子化におけるレイ

アウトでは、この図と説明文を同じページ

に配置し分かりやすくなるようにします。

なお、項目名を「施策化の視点」と改めそ

の説明をもう少しわかりやすくする修正

します。

1



財政健全化のため縮小衰退になること

が多くなるのは先を見通して慎重に。たと

えば、高齢化していくまちとしてはゆうゆ

うバスの縮小は切実な問題であり残念で

ある。

あれもこれもを維持し、コストの削減を

進めると、ご指摘のように縮小衰退になり

ます。そこで、経営の基本方向として、資金

力が乏しい中で、人材力を活用し、創造し

ていくことを大切していくこととしてい

ます。

　また“みん活”で「あせ」「あたま」「ある

もの」の活用を前提にしています。

　何のためにするのかに照らして、身の丈

にあった暮らし方をしっかり考えていく

ことになります。

1

今後ますます高齢化が進行する。その力

を最大に発揮していただける構想に。

人口の考え方を量だけでなく、活動でき

る時間にも視点をあてています。そういう

意味で、ご指摘の考え方と共有できるもの

となっています。

1

将来を考えることは、当然だが、過去を

忘れることなく、老人・弱者がおいてきぼ

りにならないような方向性を考えてもら

いたい。

過去の反省に立って基本構想を作成し

ています。過去の良いところ、反省すべき

ところをしっかり見定め、未来につなげる

ことが重要であります。

　「みんなの“かたの”の夢」をご覧いた

だければ、めざす姿の中に、常に弱者とい

われる方々の居場所を意識した内容とな

っていることがお分かりいただけると思

います。

1

「財政の基本方向」で交野市の財政方針

が歴史的にどうだったのか、現在の借金財

政に至った要因を明らかにすること。要因

を明確にせず「減らす」では市民合意は得

られないのではないか。

過去の身の丈を超えた施策の展開によ

り、今日の財政状況に至ったとの反省を基

本にしております。

　また、社会そのものも、あらゆるものが

成長から縮減へと変化しています。そうし

た反省や環境変化を踏まえることが重要

と考えとりまとめています。

1

(5)みんなの“かたの”の夢に関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

夢・理想は高くて広くて、でも具体的で

いいと思う。

　 1

交野に住む、来られる、すべての人がめ

ざす夢を形にすべく多数の意見をもとに

作り出してほしい。

基本構想の基となった暮らしの夢は 2年

間かけて、市民の方々の手で、いろんな方

法によって多くの意見を集めつくられた

ものです。

　そのほか、事業者、行政職員の思いも反

映しています。

今後は、ご指摘のように、何をするのか

が大事ですが、それは“みん活”のしくみ

を使って、多様な担い手によって多様なア

イデアを生み出し、実践していきましょう

という基本構想になっています。

1



かたのサイズの資料が、どのように作ら

れたか説明がないと資料までの構想説明

と、あとに続く資料との脈絡が分かりにく

い。

かたのサイズの資料説明になるような

ものを検討します。

1

“自然と共感”ということばの“共

感”の周囲に集められたフレーズに違和

感がある。やはり、“生活”“共存”が適

切ではないか。

基本的に自らのあり方と関係性のあり

方を示すため、それぞれ「自」「共」という語

で始まる単語を使っています。

　ご指摘の部分は、環境のあり方と環境と

人との関係性をもとに表現したものです。

1

近所の人の顔を覚え、名前を呼び合える

まちづくり。立ち止まって世間話をして、

健康を気遣えるまちづくりに。

ご指摘のような暮らし像をめざすもの

になっています。

1

施策分野の項目に当てはまる○や△の

説明が必要かと思う。また適合する施策分

野は、マーク以外にもあるのではないか。

再考が必要。

ご指摘の件について再検討します。 1

暮らしの夢１１の職員の夢には、“環

境・まち”の“自然”に相応するフレー

ズがないのは、だれも自然に対して意見が

なかったということか。

職員の意見交換では環境課題もたくさ

ん出ています。ここでは職員のあり方とい

った視点でとりまとめている関係上、「自

然」に関する意見を載せていないものです。

1

(6)“かたの”のしくみ“みん活”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

“みん活”が“みんなが少しずつ活動

し”という言葉の短縮形のようだが、“誰

が”活動するのかを、“みんな”が自分自

身に問いかけることが必要。

ご指摘のとおりです。 1

みんなの活力、みんな活用、みんなが活

躍、そしてつながっていることが大きな力

となるというのが本当に大事だと思う。

　みんなが、自分の持っている力をちょっ

と頑張って出して、人のお役にも立てたら、

楽しく、やりがいのあるものになると思う。

実践、実現を切に望む。

ご指摘のとおりです。 1

市民、企業、行政の三位一体化によるま

ちの健全化。プライベート、パブリック＆

パートナーの３Ｐ運動の推進。

“みん活”の考えと共有できるところ

です。

1

各地域の「自治会」組織との連携「協働」 地域との連携のしくみについて、この構

想のもとに関係するみんなで考えていき

ます。

　ご指摘の件はそれぞれ参考にいたしま

す。

1

区長制度の見直し検討。行政責任と地域

の係わり。

1

地域→市役所の関係の窓口一本化（例

えば総務部市民地区担当課とか）

1



「基本構想」を達成するには有能な市職

員と組織改革が必然的に求められている。

市職員が安心して働ける環境づくり、安易

に財政危機だから市職員を削減するとい

う手法をとるのではではなく市民ととも

に「協働」して実現することを念頭に置く

ことが必要。

“みん活”をプロデュースする意味で

も、市役所の変革が大事であると位置づけ

ています。ご指摘の件を踏まえ、検討して

いきます。

　ただし、財政状況を踏まえると、雇用で

きる職員に限りがあることは認識すべき

現実であると考えます。それを補うしくみ

をどう生み出すかに取り組みます。

1

市職員労組とも協議の上、この構想に参

画させることも考慮すべきではないか。市

職員のアルバイト職員や期間職員制度を

可能な限りなくし、行政として率先して正

職員化をめざすべきある。

市職員の意見を反映する作業は経てお

りますし、今後の展開において、当然職員

の関わりが重要になります。

　職員のあり方は労使協議して、納得でき

るものを見出す必要があると考えます。

1

近隣市町村とのネットワーク（つなが

り化）の構築。

“みん活”において広域のプロデュー

スを位置づけております。

1

パブリックコメントへの返答、きめ細か

く公表する。

“みん活”において認め合うという点

を重要と位置づけていますので、ご指摘の

件について対応していきます。

1

視覚障害者でもパブリックコメントを

出せるよう、対応をお願いする。

1

(7)その他、パブリックコメント対象外の意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

①給食センター生ごみ堆肥化実験プラ

ントを導入

　②市による規模拡大した実験を実施

　③市ごみ焼却場に生ごみ堆肥化プラン

トを導入

　 1

「ガーデンシティかたの」構想の提案 　 1

持続発展教育による地域づくり、まちづ

くり

　 1

不安定要素が多くなる 10年。自然災害へ

の対応構築

　 1

持続可能な地域循環型社会づくり、地域

づくり

　 1

議会の役割と市議会議員との関係につ

いて

　 1

環境問題でごみの減量、リサイクル問題、

新ごみ焼却場建設問題など

　 1


