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本庁舎

会議録

３０１会議室

山鳥嘉彦、羽田登喜雄、上見重信、横山宜致、石田成正、吉田栄 治
藤本悦郎 、西尾 純一、堀江溢 雄、團 野和人

欠席委員

西尾和磨、加藤哲夫、藤本光彦、柳本晃代、前川光子、小森星児
山中信彦、並河達也
（敬称略）

１． 開

会

２． あいさつ
３． 報告事項
（１）大規模開発事前協議について
前回 に諮 問 した 共栄 樹脂 株 式会 社の 開 発行 為の 事前 申し 出に つ いて 、事 務 局か
ら 資料１ のとおり答申を行った旨を報告。

４． 審議事項
（１） 大規模開発事前協議について
①大型店舗並びに併設施設（東岡屋）―継続審議―
（事務局）前 回の審議 に基づき 、委員の 意見を まとめ、答申 案を 別紙 １ のとお り 作 成 し
た。
篠山には必要のない施設であるという意見もあったが、その意見について
は、 今回 の 答申 案に は入 れ てい ない の で、 その 点に つい て重 点 的に 審議 い ただ
きたい。
（会

長） 前回 審議 が不 十分 であっ たた め、 議 論の内 容を 整理 して 答申 案を まとめ るよ
うに求めていたところである。

（委

員） 「当 審議 会に おい て審議 する 内容 に 相応し いか どう かを 再検 討い ただき 、必
要に 応じ て 開発 手続 きの 見 直し を行 っ てい ただ きた い」 とい う 文面 の意 味 は何
か。

（事務 局） 今回 の案 件と は別 に、そ もそ も開 発 計画を 止め るこ とが でき るも のでは ない
ので あれ ば 、本 審議 会で こ うし た審 議 をす るこ とが 適当 かど う かと いう ご 意見
をいただいたので記載した。
（委

員） これ まで 中心 市街 地で商 工会 等が 行 ってき た取 り組 みに より 、篠 山市の 商業
機能 を維 持 して きて いる 面 があ る。 出 店規 模が オー バー スト ア でな いと い う意
見も あっ た が、 商都 とし て も生 き残 っ てき た篠 山に おい て、 篠 山の 玄関 口 に無
計画に開発業者を参入させるのはどうかと思う。
ただ 、こ の 審議 会 にお いて 開 発を スト ッ プさ せ るこ とも で きな い ので 、こ れ
以上 はい い 。ま た、 万が 一 、撤 退さ れ た場 合に 、後 にど のよ う な業 者が 入 られ
るのかも懸念されるところである。

（委

員） 新市 街地 形成 区域 で開発 する 以上 、 景観に 配慮 する よう 求め ても 、どこ まで
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有効 性が あ るの か。 求め る ので あれ ば 、ど のよ うな 色と いう 指 定を しな い 限り
意味がないのではないか。
２４ 時間 営 業が 青 少年 の健 全 育成 等に 悪 影響 が でる かは 、 疑問 で ある 。そ う
なれば、市内全域のコンビニを営業させないように条例化する必要が出てく
る。 交通 安 全の 面に つい て は、 渋滞 の こと より も、 安全 性の 確 保の ほう が 重要
であり、そちらの面を要望して欲しい。
２４ 時間 営 業の コ ンビ ニだ け で言 えば 、 暗い 所 にコ ンビ ニ がで き ると 、治 安
がよくなるという意見もある。
（会

長）今の審議を元に事務局で整理し、再提示いただきたい。

（事務局）撤退後の対応についても留意するという意見でよかったか。
（委

員） これ まで から 商工 会等が 努力 して い るとこ ろも あり 、商 店街 が衰 退する こと
をそ のま ま にし てい ると 、 今頑 張っ て いる 若い 人も いな くな っ てし まう の では
ないか。

（委

員） 撤退 を前 面に 出す と、計 画自 体は 良 として いる よう に思 われ るの で、撤 退後
のことについては、文言にしないほうがよい。

（事務局）まとめたものを本日の審議会中に提示させていただく。
↓
（事務 局） 審議 いた だい た東 岡屋の 答申 案を 作 成した ので 、ご 審議 お願 いし たい。 付記
する主な意見については、以下のとおり。
・景 観ま ち づく り を進 めて い ると ころ で あり 、 その 方向 性 に合 致 した 建築 物
の配置、意匠等に充分配慮した計画とすること。
・周 辺農 地 や住 環 境へ の影 響 につ いて 、 周辺 地 域に 対し 充 分な 説 明を 行い 、
理解 を 得る こ と。 ま た、 青少 年 の健 全 育成 や 生 活環 境 への 影 響が 懸 念さ れ
ることから、２４時間営業については再検討すること。
・集 客施 設 であ る こと から 県 道篠 山線 か らの 進 入路 や、 東 岡屋 交 差点 の混 雑
発生に対処するとともに、交通安全に努めること。
（委

員）歩道利用者だけではないので、自動車のことも書いていただきたい。

（委

員）侵入部とあるが、進入路と書いていただきたい。

（会

長）２点を修正いただき、審議会からの答申とする。

②店舗（ドラッグストア）の建設（黒岡）
（事務 局） 本日 は、 開発 内容 の説明 及び それ に 対する 質問 等を 行っ てい ただ き、そ れを
もと に開 発 事業 者と 協議 を 行い 、整 理 した うえ で、 次回 以降 の 審議 会に お いて
答申にかかる審議をお願いしたい。
（申出人）株式会社ナガタ薬品から 資料３ を用いて説明
（委

員）篠山の人口規模からの需要予測はどのような見通しか。

（申出 人） 正式 な計 算は まだ してい ない が、 半 径５キ ロを 商圏 とし て考 えて いる。 開発
の許可をいただいた時点で、詳細の計算を行っていきたいと考えている。
調剤については、ドクターの誘致についても今後考えていきたい。
（委

員）今、隣接地でされている調剤薬局と関連する事業であるか。

（申出 人） 今の 調剤 薬局 は投 薬だけ なの で、 今 後、広 くヘ ルス ケア も含 めて 対応し てい
ければと考えている。
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（委

員） 兵庫 医大 ささ やま 医療セ ンタ ーが 新 オープ ンす るが 、そ れに も対 応いた だけ
るか。

（申出人）利用者にとって便利となるよう、最大限対応したい。
（委

員） よく 見か ける アル カドラ ッグ の外 観 は、青 と白 であ るが 、説 明さ れたも のと
は異なると思う。その点は、特別に配慮いただけるのか。

（申出 人） これ まで は青 と白 で店舗 カラ ーを 作 ってき たが 、今 回は これ まで と違う 建物
を設 計す る 予定 であ る。 白 をベ ース に して 、濃 いグ レー を使 用 する 程度 で 、青
を使 用す る 予定 では ない 。 建物 は周 囲 の景 観を 配慮 すべ きも の と考 えて い るの
で、周囲の景観に配慮したものにする。
（事務局）今回の意見をもとに計画を整理し、次回に審議をお願いしたい。

（２） 策定中の各種計画について
（会

長）各部署において作成している計画の概要説明をお願いする。

（事務局）アグリプラン２１を説明
アグリ産業クラスター構想を説明
観光まちづくり戦略を説明
元気なささっ子愛プランを説明
環境基本計画を説明
篠山きらめき教育プランを説明
（委

員） 農業 と環 境と いう のをも う少 し関 連 づけて もら いた い。 今、 注目 されて いる
循環型農業も環境に関連するものである。

（事務局）篠山らしい環境基本計画ということで、柱の中に農業分野を取り入れてお
り、 循環 型 農業 ・里 山再 生 ・森 林バ イ オマ ス等 につ いて 、今 後 前向 きに 取 り組
んで いけ れ ばと 思う 。環 境 部局 とし て は、 農林 関係 との 連携 が 必須 と考 え てお
り、 森林 バ イオ マス や里 山 再生 につ い ては 、農 林分 野に おい て 取り 組ん で いた
だいている。農林分野と全面的に協力して進めていきたい。
（委

員） それ ぞれ の分 野で 方針を 示さ れて い るが、 すべ ての 分野 にお いて 、地域 の住
民の 力が 必 要な 分野 ばか り と感 じた 。 それ らを 担う 地域 の力 が 、急 速に 疲 弊し
てい るよ う に感 じて おり 、 その 担い 手 自体 をど う維 持・ 育成 す るの かが 大 事な
のに も関 わ らず 、ど うし た い・ ああ し たい とい うも のば かり が 前面 に出 さ れて
いる。
教育 につ い ても 、 現在 の少 子 化に 対す る 対処 方 法が 示さ れ るだ け で、 １０ 年
後ど うす る かに は対 処で き てい ない 。 個々 にバ ラバ ラに 進め る ので はな く 、全
分野 にお い て連 携し て進 め なけ れば な らな い。 高校 も２ 校あ り 、小 学校 も 中学
校も医療機関もあるなかで、それらの面を活かしていかなければならない。

（事務 局） 担い 手不 足・ 後継 者不足 がど の分 野 におい ても 課題 であ るが 、提 示する 計画
はあ くま で も市 の計 画で あ り、 それ を どう やっ て地 域に 活か し てい くか が 課題
と考えている。
（会

長）他分野とどう連携していくか。

（事務 局） どう 連携 して いく かにつ いて は、 教 育分野 につ いて は文 科省 が学 力向上 を打
ち出 して お り、 将来 羽ば た くた めに 重 要な こと であ る。 篠山 市 がも つそ れ ぞれ
の計 画を い かに 融合 させ て いく かに つ いて は、 総合 計画 の役 目 であ り、 い かに
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融合させていくかについて協議を進めていただければと思う。
（委

員） その 通り だと 思う 。今提 示い ただ い た各計 画が 、総 合計 画に おけ る施策 の展
開にあたり、これらをどうまとめていくかが総合計画の役割だと思う。

（委

員） 篠山 にと って 教育 は強力 な売 りと 考 える。 全国 統一 の法 律に 縛ら れず、 若い
世代 を取 り 組む ため にも 、 若い 世代 に とっ て子 供の 教育 は重 要 な分 野で あ り、
教育 を売 り にし てい った ら いい と思 う 。そ うい う面 での 教育 に つい て、 我 々が
教育施策を考えていっていいと思ってよいか。

（事務 局） 六甲 山小 学校 のよ うに、 神戸 の児 童 が六甲 山小 学校 に通 う事 例な どもあ り、
おっしゃる通り篠山において特化した教育に取り組むことも重要と考える。
（会

長） どの 計画 につ いて も、網 の目 を網 羅 したよ うな 計画 とな って いる が、本 当に
５年 や１ ０ 年で 実施 して い ける のか が 疑問 であ り、 重点 的に 行 う施 策を 市 民に
示し 、そ れ に対 する 成果 が でて くる よ うな 計画 でな いと だめ な ので はな い か。
これだけは確実に成果を出すという、計画内容はあるのか。

（事務 局） 環境 基本 計画 につ いては 、今 後年 次 計画を 作成 する 予定 であ る。 また、 既に
実施 して い る施 策も あり 、 着実 に実 行 でき る施 策で ある 実行 計 画を 作成 し てい
きたいと考えている。
（会

長）成果は発表されるのか。

（事務局）お示ししていきたいと考えている。
（事務 局） 学校 教育 分野 につ いては 、城 東小 学 校の統 廃合 のよ うに １３ ０年 続いて きた
小学 校を 統 廃合 する よう な こと にも 取 り組 んで きた 。ま た、 複 式学 級の 解 消と
いうことを目標に掲げており、積極的に取り組んでいく。
（事務 局） ささ っこ 愛プ ラン につい ては 、こ の ５年間 で本 当に 取り 組ん でい かなけ れば
なら ない 施 策を あげ てお り 、計 画し た だけ の施 策と なる もの で はな い。 ま た、
毎年度評価も行い、施策を実施していく。
（事務 局） 農業 分野 につ いて も、ア クシ ョン プ ランを 作成 し、 毎年 度の 取り 組みを 行っ
ている。
（会

長）選択と集中をお願いする。

（委

員） 決め られ た教 育プ ランに より 各地 域 がどの よう に取 り組 んで いく かが分 から
ない と、 地 域と の連 携の イ メー ジが で きな い。 篠山 川と いわ れ ても ピン と こな
いが 、畑 川 、籾 井川 のよ う にい われ る と、 地域 との 連携 もイ メ ージ でき る 。教
育の 方針 よ りも 、各 学校 に おい てど の よう に取 り組 んで いけ ば いい かを 考 えな
けれ ばな ら ない 。地 域に お いて は、 地 域の 河川 の観 測な ども 実 績が あが っ てき
てお り、 全 体計 画と どう 連 携し てい く のか 。地 域レ ベル にお け る連 携を 説 明し
てい ただ け れば と思 う。 示 して いた だ いた 計画 では 、各 地域 で どう 取り 組 んで
いくかが、分からない。

（会

長）地域に視点をおいた時にあがってくる問題等から、全体も考える必要もあ
る。

（事務 局） 環境 にお いて も、 全域的 に進 めて い く事業 と、 地域 を限 定し た事 業も行 って
おり、テーマ型と地縁型のどちらにも取り組む必要があると考えている。
（事務 局） それ ぞれ の学 校独 自の活 動も して い る。ま た、 地域 住民 が地 域の 児童と 行う
活動もあり、児童のすべての活動が学校教育分野に該当するとは考えていな
い。もちろん、学校教育と地域の連携は行う。
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（委

員） 今の 教育 にお いて は、感 育が 欠如 し ている と思 う。 幼少 期に は、 できる だけ
５感をのばすような教育が必要と思う。

（委

員） 今後 、総 合計 画と 整合性 をと るた め にも、 パブ リッ クコ メン トを 募集す る前
に、審議会に対して計画を提示いただくよう横の連携を取るよう留意願う。

（３） 中間的なとりまとめについて
（会

長） 事務 局に おい てこ れまで の審 議を 中 間的な とり まと めと して 整理 いただ いて
いるので説明いただく。

（事務局） 資料４ を説明
（会

長） これ まで の審 議会 開催内 容を 事務 局 で取り まと めて もら った 。こ れを審 議会
の共通認識として、市へ提出したい。

（委

員） 「自 らの 地域 」と いう文 言は 、口 語 すぎる ので 、「 それ ぞれ が住 む地域 」な
どに変えてはどうか。「王道」という言葉も、適切でないのではないか。

（事務 局） 王道 とい うの は、 それぞ れの 市民 が 主体と して 活動 する こと が重 要であ ると
いうことのまとめであったので、文言に対する修正は行っていきたい。
（委

員） １２ 頁「 経済 規模 〜〜」 の意 味は 何 か。１ ４頁 まち づく り協 議会 を重要 な基
本組 織と 書 いて いる が、 そ のこ とに つ いて 、審 議会 でき ちん と 議論 でき て いる
か疑問である。

（事務 局） 「経 済価 値〜 〜」 につい ては 、お 金 だけで はな いと いう 意味 であ り、文 言に
ついては必要であれば修正を行う。
組織 とし て のま ち づく り協 議 会に 期待 し てい く のか 、ま ち づく り 協議 会の 組
織単 位を 考 えい くの か。 自 治会 単位 よ りも 小学 校校 区単 位の ほ うが よい の では
ないかということで、このような表現をしている。
（会

長）全小学校区でまちづくり協議会はできているのか。

（事務局）２校区で未設立である。
（委

員） まち づく り協 議会 と自治 会で 異な る 役員の 場合 があ るの で、 まち づくり 協議
会と 自治 会 での 意見 が異 な る場 合が あ り、 難し い場 合が ある 。 考え 方の ち がい
で、自治会とまちづくり協議会を統一できない場合もある。

（委

員） いろ いろ なま ちづ くり協 議会 があ り 、本当 に集 落が 維持 でき ない から設 立し
たま ち協 や 、イ ベン トを す るた めの ま ち協 もあ り、 もし 市か ら の受 け皿 に なっ
た時 にま ち 協が 機能 する か には 疑問 が ある 。受 け皿 とし ての 組 織づ くり を まず
するべきと考える。

（委

員）まち協は法律的な組織なのか。

（委

員） まち 協は 課題 解決 型、自 治会 はこ れ までの イベ ント など に分 野分 けして 、市
は進 めよ う とし てい る。 ま ち協 に対 し 、使 途に 自由 性の 高い 交 付金 を支 出 する
こと も予 定 され てお り、 市 の方 針と し ては まち 協が 主体 とな っ てい るの で はな
いか。それを踏まえると、まち協の記載をしてもらいたいと思う。

（委

員）自治会とまち協が全く異なる場合には意味がないのではないか。

（委

員） 私の 知る 限り では 自治会 役員 とま っ たく異 なる まち 協は ない 。自 治会で 深く
議論 でき な いこ とな どを ま ち協 で審 議 し、 審議 結果 を自 治会 に 戻す よう な もの
がいいのではないかと思う。
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（事務 局） 現計 画で は６ 地域 に区分 して 地域 の 方針を 示し てい るが 、今 後は １９の 地区
に区 分し て 、そ れぞ れの 方 針を 出し て いく 必要 があ るの では な いか とい う 考え
である。その場合の１９の単位というのが、まちづくり協議会である。
（事務 局） まち づく り協 議会 を単位 とい うこ と では、 誤解 を招 くの で、 １９ 地区と いう
ことが分かる文言に修正する。
（会

長） 共通 認識 をい ただ いとい うこ とで 、 文言の 修正 を行 い市 長へ 報告 を行う 。報
告は、会長・副会長に一任いただくことでいいか。

（全

員）了承

（４） 基本構想の骨格案について
（事務局） 資料５ を説明
（会

長）次回に再度議論することでもよいか。

（委

員） １９ 頁の 図で 、篠 山市に 住ん でい る ものが まわ って いく こと によ って、 結果
とし て都 市 から 農村 への 風 が吹 くの で はな いか 。今 の書 き方 で は、 都市 か ら農
村への風が吹かないと、何も動かないような図にみえる。

（委

員）篠山のものがまず動かないと、都市からの風は吹かない。

（事務 局） 今回 示し た骨 格案 に肉付 けし て提 示 するの で、 次回 の審 議会 で審 議をお 願い
する。

５．その他
（会

長）以上で、本日の審議会は終了としたい。
中間 的な 取り まと めにつ いて は、 事 務局で 再整 理い ただ き、 私と 加藤副 会長
で市長に報告させていただきたい。
また、基本構想（案）については、次回までに事務局で取りまとめいただ
き、皆様に提示させていただくので、ご審議いただきたい。
次回の予定はどうなるか。

（事務 局） 中間 報告 につ いて は、と りま とめ を 再整理 した 後、 堀江 会長 、加 藤副会 長、
市長 の日 程 を調 整さ せて い ただ き、 お 願い した い。 また 、委 員 の皆 様に も 報告
させていただく。
基本構想（案）の取りまとめには少し時間をいただきたいので、次回は 5 月
下旬 にお 願 いし たい 。ま た 、日 程調 整 させ てい ただ くと とも に 、資 料に つ いて
は事前送付させていただく。
（会

長）今の、事務局の提案でよろしいか。

（全

員）了承

６．閉

会
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