
パブリックコメント手続き結果概要 
 

１．案件名 

  「市長の戦略 2011－2014」(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 11 月 1 日（月）から 

終了 平成 22 年 11 月 30 日（火）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 4 件 （延べ 21 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)タイトルに関する意見                                      2 件 

(2)ＣＩ戦略・経済戦略に関する意見              3 件 

(3)社会戦略・人財戦略に関する意見              5 件 

(4)環境戦略に関する意見                    1 件 

(5)情報戦略に関する意見                    2 件 

(6)役場戦略に関する意見                    4 件 

(7)その他、パブリックコメント対象外の意見等          4 件 

                   合計    21 件 

 

６．意見等に対する考え方・対応 

 

(1)タイトルに関する意見 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

“地上に輝く星（人材）があふれる”と

いう意図と解釈します。 

 一般に文法的には「地上に星あふれる」

となりますが、これもひとつの洒落として

受け止めます。 

 １ 

 「地上にあふれる実学交野創生戦略」の

後半部分に漢字が多く、バランスが悪い。 

 総合計画との整合も含め、交野をひらが

なにしてはどうか。 

 新しい基本構想に向かっての特徴づけ

となる戦略であり、実効性を重視している

ことから、漢字の方がしっかりしたイメー

ジがあると思います。 

１ 

 

 



(2)CI 戦略・経済戦略に関する意見 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

交野市内外に“何か”を宣伝する意味で、

キャラクターを活用するアイデアは歓迎

する。しかし、キャラクターというものは、

主たる目的である経済戦略の“何か”があ

ってこそ、宣伝効果を高める要素ではない

か。 

CI 戦略の目指すものは「織姫が住む七夕

のふるさと星のまち」として、交野が市内

外にそのイメージを定着させることにあ

り、キャラクターはその１つの道具にすぎ

ません。 

市の魅力を高め、その関連性から経済効

果を呼び込もうとするものです。 

1 

観光資源となり得る“かたのの歴史と文

化と自然”が“かたのの価値”または“か

たのブランド”であれば、経済効果を高め

る戦略の第一歩ではないか。 

“かたのブランド”の位置付けの、プロ

モーターとしてキャラクターを活用する

戦略が必要である。 

経済面での強みは今はなく、まずは七夕

のふるさとが潜在的強みですから、それを

優先的に取り組みます。 

キャラクターは目的を達成する手段の

１つとして活用すべきと考えます。そのた

め、経済戦略についても並行して取り組み

ます。 

１ 

 

第二京阪道路が完成し、景観が悪化し自

然が減少した。しかし、それらを長所に変

える必要がある。 

第二京阪道路が開通したことにより、交

通の利便性があがり、関西国際空港までの

移動時間が短縮された。 

この利便性を活用した取り組みとして、

交野から関西国際空港までをリムジンバ

ス等でつなげる仕組みができれば、市民に

とってより便利になる。 

ご提案としていただいておきますが、戦

略への反映とする特徴的な取り組みとは

考えません。 

１ 

 

(3)社会戦略・人財戦略に関する意見 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

社会戦略・人財戦略の中では人と人との

交流（コミュニケーション）に重点を置い

ているように思う。しかし、現実的には、

大都市のベッドタウン化している事実は否

定できない。 

戦略としては、とても重要なことだが、

“誰がどうやって”実施するのかが大きな

問題である。 

 ご指摘のとおりです。 

 場の機会を多様に生み出したいと考えて

いますが、基本は、一人ひとりの行動にあ

ります。 

 行政としての動きが、率先して見える形

で展開したいと考えています。 

 

 

１ 

職員の仕事始めの時間は、午前 9 時と把

握しているが、午前 8時 55 分に出勤する職

員を見かける。 

頭の切り替えには 30 分かかると思うが、

上司は指示しないのか。 

上司が交代で玄関に立ち、あいさつ運動

を行うと職員の意識も変るのではないか。 

 戦略中、あいさつ運動があります。 

行政としての率先的な取り組みは、当然

のこととなります。 

１ 



人を集めるにも、イベントで集客するに

も企画・周知・広報には費用がかかるが、

“座り場・井戸端展開”には、経費をかけ

ないということである。また、人財戦略で

も経費なしとのことだが、これらの戦略が

経費なしで可能かどうか疑問である。 

また、社会戦略、人財戦略においては、

経費のない中で、大学の無償支援を受ける

意味と考えるが。 

 可能な限りあるものを活用したいと考え

ています。また、民間の方々との協働によ

って、場を生み出したいと考えています。 

 市としては大学に研究の場を提供し、大

学の研究の一環で、人材を投入するような

関係性を重視したいと考えています。 

１ 

人との出会いや学ぶことで、生きていく

力をつけていくための基本は、人権の尊重

にあると思う。人と人が出会うために、自

分を知り、大切にして、お互いを尊重する

ことが大事である。 

  １ 

戦略内の「七夕のふるさと一生の出会い

事業」では、人権や恋愛等のワークショッ

プ或いは講座などを開催することで、参加

者内で出会いが生まれる可能性がある。 

既婚者や働いている人も参加できる時間

や場を創出してはどうか。 

 具体化にあたって、参考とします。 １ 

 

(4)環境戦略に関する意見 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 現在、手づくりの環境基本計画が市民を

含めた委員会形式で策定中とのことで、交

野らしさがある計画が策定されることと期

待している。しかし、“環境”という単語は

広い意味があり、交野の環境の良さを維持

するには、市民が幼児から環境を意識した

習慣が必要であり、また、新たに転入され

た市民も、交野の環境戦略に協力すること

が必要であると考える。 

ご意見として頂き、環境計画づくりに活

かしたいと考えます。また、子どもたちを

対象とした、社会的学びについては、人財

戦略を進める予定です。 

１ 

 

(5)情報戦略に関する意見 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 交野市外への情報発信としての役割が大

きく、その情報の善し悪しで経済効果への

影響も大きいため、対外的な情報戦略も必

要ではないか。 

 対外的情報は、当面 CI 戦略が中心にな

ります。 

１ 

 工夫すれば市民参加の手づくりの緊急

時・災害時の情報ネットワークや役場サー

ビスも可能となると思うが、戦略の１つと

して加える必要があるのではないか。 

 これは社会戦略として、多様な日常的つ

ながりを生み出していく中でのしくみづ

くりになります。 

１ 

 

 

 

 



(6)役場戦略に関する意見 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 市民への“サービス”という基本的な考

えが必要である。快適な“サービス”が、

市民に提供できれば、満足感も高まり、市

への信頼度も高まるのではないか。 

 戦略に快適性やサービスというものを

具体的に表現したものを主な事業として

掲げ、できるだけ具体性をもって表記して

おります。 

１ 

「市役所を役に立つ場に･･･」というフレ

ーズは簡素でわかりやすい。 

 １ 

福祉・相談機能のワンフロアー化につい

ては、市民の利便性が向上する反面、行政

内部や外部との連携体制、或いは相談者の

支援や嘱託相談員のフォローアップが必要

であると考えるが。 

 ご指摘のとおり、連携体制の創出の他、

支援体制の充実を図ります。 

１ 

市職員の机の上には、書類が山積みにさ

れており、職員個人のものか或いは業務上

のものか区別できない。 

中小企業では書類をデータ化し管理して

いる。行政についても品質、環境の ISO 取

得が必要ではないか。 

 市では、LAS-E という環境マネジメント

を導入しており、その中で、ご指摘のよう

なことも改善に努めます。 

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 

 市の財政は緊迫した情勢であり、8 万人の

人口に対し、現在の市議会の議員数が妥当

とは考えられず、改善する必要があるので

はないか。 

 １ 

市議会の開催時間を午後 6時からにする

と、もう少し開かれた市議会となる。また、

担当職員がその時間帯に出勤することで、

残業も減るのではないか。 

 

１ 

自宅に自動車を持っていますが、何時

も車庫から飛び出しています。警察に行

っても、対策ができません。  

ガレージ業者は、空きで埋まるのを待

っている状態です。 

私の考えですが、交野市全体のガレー

ジ業者に市から銀行振り込みの実施を依

頼し、脱税を防ぎ、その後警察とシルバー

か、ボランティアで活動すると住みよい

交野市になると思います。 

 １ 

福祉・相談機能のワンフロアー化につい

て、基本構想に基づく市長戦略の実行のた

め、市にも男女共同参画のための課があれ

ばいいと考える。役場戦略としての市の組

織機構改革が事業として挙げられている

が、内容の計画が知りたい。 

 １ 

 

 


