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羽田登喜雄、西尾和磨、柳本晃代、前川光子、吉田栄治
團野和人 、山中信彦、並河達也

１．

開

２．

あいさつ

３．

審議事項

（敬称略・順不同）

会

（１） 基本構想（事務局とりまとめ案）のについて ・・・・・・・・・資料１
（事務局）資料１を説明
（会

長）第１章〜第３章において、ご意見・質問があればお願いする。

（委

員） １１ 頁

経済 ・雇 用状況 の変 化の 項 目にお いて 、「 また 、行 政の 大きな 役割

である市民生活の安全・安心網の確保が求められています」の意味はなにか。
（事務 局） 階層 間の 格差 が生 まれて いる とい う ことに つい て、 行政 とし て取 り組ま なけ
れば なら な い、 とい う意 図 であ るが 、 分か りに くい 表現 とな っ てい るの で 、修
正させていただく。
（委

員） ５頁

４ 行目 「そ の後」 の流 れが お かしい 。「 長期 不況 」や 「三 位一体 化改

革」 「高 齢 化」 等の 言葉 を 入れ るべ き 。１ １行 目「 飛躍 する 」 より かは 、 「移
行」 する と した ほう がよ い 。「 ２

計 画の 役割 」に つい て、 「 国や 県」 以 外に

も、新規来住者や新規参入企業等も対象にするべき。
７頁

歴 史 とし て は、 一つ の 藩が 、ひ と つの 郡 にな り、 一 つの 市 にな って い

るこ とは 、 他に ない 特色 で ある 。明 治 ２２ 年に 人口 は４ 万２ 千 程度 であ り 、入
れ物 も人 口 も変 わっ てい な いこ とも 大 きな 特色 であ る。 大き な 企業 が参 入 して
開発が行われていないことが大きく、昔の姿がそのまま残されている。
９頁

「労働力人口の枠にとらわれることなく」の意味が分からない。

１０ 頁「 ラ イフ ス タイ ルの 多 様化 」

現 在は 、 血縁 ・地 縁 ・社 縁 ・志 縁の ４

つの 縁が あ るの では ない か 。ラ イフ ス タイ ルの 多様 化と いう だ けで はな く 、人
々の 結び つ き方 に変 化が で てき てい る こと を説 明す る必 要も あ る。 「一 体 とな
って 」で は なく 、「 それ ぞ れの 役割 、 それ ぞれ がベ スト を尽 く す」 とい う こと
がい いの で はな いか 。一 体 とな って と いう と、 一体 とな らな い もの を排 除 する
ことになってしまう。
１１ 頁

経 済・ 雇 用状 況の 変 化に つい て は、 量 的・ 質的 な 変化 が ある と思 う

が、 今は 人 的資 本・ 社会 関 係資 本と い うこ とが 注目 され てい る 。ア ンケ ー トに
ついては、回答者の５割が農地保有者であることも触れておくべき。
１６ 頁

篠 山全 体 では 、東 側 が人 口減 少 し、 西 側が 増加 し てい る とい う現 状

があ る。 ま た、 中心 市街 地 は横 ばい と なっ てい る。 もと もと 中 心市 街地 で の人
口は 、全 体 と比 較す ると 大 きい もの で はな く、 偏在 化と いう こ とは 適切 で はな
いのではないか。
１７ 頁

「 公共 サ ービ スを 行 政が 独占 す るの で はな く」 と いう こ との 理由 を
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書か なけ れ ばな らな い。 行 政で はで き なく なっ てき てい ると い うこ とを 言 い、
もう一度市民の皆さんも考えてほしいということを書かなければならない。
（事務 局） 行政 が出 来な いか ら市民 へ主 体を 持 ってい くと いう ふう に書 くの はよく ない
と思うが、どうか。いい案があればご意見いただきたい。
（委

員） 行政 が限 界に 来て いると いう こと を 言う必 要も ない とは 思う 。何 かいい 表現
を考え、提案する。
１６ 頁

（ ２） だ けは アン ケ ート の結 果 を踏 ま えて の形 に なっ て いな いし 、

子供 がで き ない 世帯 等も あ るの で、 そ の方 たち への 配慮 が足 り ない 表現 に なっ
ているように感じる。
（会

長） ９頁

時 代の 流れ のあと には 、農 の 都のこ とを 書い てい るが 、ど のよう にし

て農 の都 へ つな がっ てい く のか を時 代 の流 れに おい て書 けれ ば つな がっ て いく
のではないか。
基本構想
（委

第１章・第２章における質問・ご意見をお願いする。

員） 「農 の都 」が かな り前に 出て きて い ると思 うが 、農 地を 持た ない かたも 多数
いる なか で 、農 の都 だけ が 走り すぎ て いな いか 。軍 都さ さや ま →学 都さ さ やま
とき てい る が、 次は 農都 さ さや まに な るの か。 農都 宣言 をさ れ てい るの は 分か
って いる が 、そ れが どこ ま で市 民意 識 に浸 透し てい るか 疑問 で ある 。本 当 に住
民が求めている方針とずれていないか再検討する必要がある。
今は 、住 吉 台の 空 き家 が増 え てお り、 高 齢者 だ けの 世帯 は 、都 会 に戻 りた い
とい う声 も よく 聞く 。農 地 もな けれ ば 地縁 もな けれ ば、 その よ うに 都会 に 戻り
たい と思 う こと も理 解で き る。 その よ うな 方が 多数 おら れる こ とを 考え る と、
農都を前面に出すことを再検討しなければならないと考える。

（委

員） １３ ０戸 のう ち２ ０数戸 が農 家で あ る集落 に住 んで おり 、農 業は してい ない
にし ても 農 家と いう 扱い を 私は 受け て いる ので 、農 の都 とい う こと は理 解 でき
るが 、本 当 に農 に携 わっ て いな い人 か らす ると 、自 分た ちが 入 って いな い とい
う印象を受けてしまうのではないか。
農業が重要なことは理解できるが、あくまでも市全体においては一部であ
り、 農の 都 を前 面に だし て いく ので あ れば 、こ うい うふ るさ と にし たい と いう
こと の中 の 一つ の柱 とい う 扱い がい い ので はな いか 。そ れ以 外 の柱 とし て 子育
て等 のこ と をあ げる 必要 が ある 。農 業 につ いて は、 プラ スの イ メー ジだ け では
なく、マイナスのイメージもある。

（委

員）農だけではなく、工・商の分野の方のことも考える必要がある。

（委

員） 説明 を聞 くこ と農 の心と いう こと は よく理 解で きた が、 中心 市街 地で商 業を
営ん でき た 自分 とし ては 、 篠山 だか ら 農と いう 意識 は持 って い ない 。中 心 市街
地の 現状 は 、近 くに 買い 物 でき ると こ ろや 病院 もあ り、 都会 よ りも 便利 な ので
はな いか と も思 う。 その よ うな 地区 の 住民 から する と、 農都 と 言わ れて も ピン
とこないのではないか。

（委

員） 篠山 が農 を基 幹に 発展し てき たと こ ろであ り、 単純 に農 が農 業だ けでは ない
と思 うが 、 その あた りの 農 の広 がり に つい て説 明が でき ない と 、皆 さん が 言う
ような意見になると思う。

（会

長）確かに農と聞くと農業となってしまうので、そのあたりの説明が必要。

（委

員） キャ ッチ コピ ーと して農 都と 打ち 出 すと、 どん なに 説明 を書 いた として も、
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農は 農業 と 結び つい てし ま うの で、 キ ャッ チコ ピー とし て使 う のは どう か と思
う。
（委

員） 実際 に農 業で 生活 してい くと は難 し い現状 にあ り、 農都 とい うキ ャッチ コピ
ーを 見て 、 若い 世代 はど う 思う だろ う か。 これ から の農 業生 産 をど うし て いく
かと いう よ うな 目標 もな い 限り 、農 を キャ ッチ コピ ーに 掲げ る こと は難 し いの
では ない か 。１ ０年 後の 農 業は こう な って いる から 、そ れを 先 取り して こ のキ
ャッ チコ ピ ーに した んだ と いう こと で ない と、 説明 もで きな い ので はな い か。
神戸 でも 農 都と いう 言葉 を 使う が、 こ れは 農と 都市 とい うこ と で、 農と 都 市を
結びつけている。

（事務 局） 「農 の都 」の 「の 」を入 れて いる の は、農 業生 産の 都市 を目 指し ている 農都
創造 部の 「 農都 」で はな く 、広 がり を 持っ たも ので ある とい う こと を表 現 する
ために「農の都」としている。
（委

員） アン ケー トで も分 かるよ うに 獣害 等 、農に 関す る課 題も あが って おり、 農都
を目 指す と いう 前に 、農 を する ため の 土台 をし っか りと させ る とい うこ と が大
切な ので は ない か。 日常 生 活圏 を守 っ てい くた めに も、 生活 の 基盤 とな っ てい
る農 業を し っか りと して い かな けれ ば なら ない 、と いう こと を 明確 にし な けれ
ばならないのではないか。課題と方針がうまく繋がっていないように思う。
観光 につ い ても 、 言葉 を書 い てい るも の の、 そ れを どう し てい く のか とい う
こと が分 か らな い。 農の 都 の「 都」 の 説明 もな い。 説明 すれ ば いい とは 思 って
いたが、インパクトがあるので考えなければならない。

（委

員） 農の 都を キャ ッチ コピー にあ げる の であれ ば、 基本 構想 にお いて も農業 を基
幹産 業と し て、 強く なっ た 農業 をも と に観 光等 も盛 り上 げて い き、 これ か らの
篠山 を盛 り 上げ てい こう と いう こと を 明確 に書 かな けれ ばな ら ない ので は ない
か。

（委

員）定住を求めるのであれば、農業がある風景が望まれることはあると思う。

（委

員）その農業が１０年後、２０年後維持されているのかが分からない。

（委

員） 農都 とい うキ ャッ チコピ ーか らは 、 どうし てい きた いか とい うこ とが伝 わっ
てこ ない 。 方針 があ り、 施 策が あり 、 キャ ッチ コピ ーが 出て く るも ので あ ると
思う が、 今 はキ ャッ チコ ピ ーあ りき で 、施 策等 を合 わせ よう と して いる よ うな
感じ を受 け る。 その よう な 段階 で、 キ ャッ チコ ピー が農 都で 良 いか と言 わ れて
も判断は難しい。

（委

員）最終は、農業において生活ができるかどうかだと考える。

（委

員） 今の 政府 の方 針で は、農 業を 守っ て いこう とい う方 向で はな いと 思う。 この
ような方針を進められると農業は維持できないと思う。

（委

員） 産業 とし ての 農業 を維持 して いく こ とは可 能だ と思 うが 、農 家・ 農地を すべ
て残せと言われると難しいのではないか。

（委

員） 農の 都と いう キャ ッチコ ピー を打 ち 出すと 、篠 山と して は農 を守 って行 こう
としていると読みとれるが、本当にそれだけの意気込みはあるのだろうか。

（委

員） 今後 の農 がど うな ってい くか 分か ら ない中 で、 キャ ッチ コピ ーを 農の都 とす
るのは難しい。

（委

員） 農の 都と 言っ てい るので はな く、 人 ・自然 ・文 化が 織り なす 農の 都であ ると
いう、つながりを意識してもらえたらいいのではないか。
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（会

長）キャッチコピーについては、事務局で再度検討していただく。

（委

員） ２１ 頁

人口 が多 いこと が良 いこ と のよう に考 えた 表現 にな って いるの では

ない か。 人 口が 多い ほう が いい が、 こ の人 口を 維持 する とい う ので はな く 、こ
のような人口になることを見通しての計画であることを言わなければならな
い。 行政 は 人口 を増 やす こ とで はな く 、移 住す る方 が移 住し た いと 思う よ うな
まちにしていくことをすればよい。
（会

長）２４頁移行でご意見をお願いする。

（委

員） ２５ 頁

駅周 辺と 城周辺 にお ける 役 割が異 なる ので 、地 図に おい ては１ 地区

に括 るべ き では ない 。そ れ ぞれ の位 置 づけ をし なけ れば なら な い。 その ２ 地区
以外が、すべて横並びのようになっているが、副核的な地区があるはずであ
り、 篠山 市 内に 数カ 所な け れば なら な い性 質の もの に従 い、 副 核的 な地 区 に分
類するべきではないか。
（委

員） ２４ 頁図

地 区ご との方 針・ 施策 と あるが 、地 区は あく まで も地 区での 計画

であり、施策ではないのではないか。
（事務 局） 大山 地区 でま ちづ くり協 議会 が計 画 を立て てい るよ うに 、ま ちづ くり協 議会
にお いて 、 各地 区が 計画 を たて 、そ の 中で 市が 取り 込ん でい け るも のは 地 区ご
との市の施策として取り入れていければ、という意図での記載である。
（委

員） 大山 地区 はこ れま でも独 自の こと を されて きて おり 、他 と比 べる としっ かり
した地区であり、他の地区がそこまで達しないのではないか。

（事務 局） 計画 を立 てな い地 区を取 り残 すと い うこと では なく 、地 区と して 計画を 立て
られ る場 合 は、 その 計画 を 優先 して 当 該地 区に おけ る市 の施 策 とし て反 映 して
いきたいとうことである。
（会

長）第５章についてもご意見お願いする。

（委

員） ２４ ・２ ５頁 の図 である が、 地区 に おいて 生活 基盤 をし っか りと し、生 活圏
を作 ると い うこ とを 打ち 出 して ほし い 。ま た、 その 生活 圏と 中 心地 を結 び 、連
携を とれ る よう な形 をつ く る必 要が あ り。 その 連携 のも と、 更 に他 都市 と の連
携がとれることをしていかなければならないのではないか。

（会

長）今回の意見に基づき事務局で再整理いただき、次回検討いただく。

（２） 大規模開発事前協議について（2件）
①店舗（ドラッグストア）の建設（黒岡）・・・・・・・・・・資料２
（事務局）当日配布資料２を説明
（会

長）ご意見をお願いする。

（委

員）この施設があるほうが、市民にとっては便利と考える。

（委

員） 今よ りも 交通 量が 増える と思 うが 、 接道道 路は 高齢 者の 歩行 者も 多く、 ささ
やま やの あ たり につ いて は 、測 道に 止 めて いる 車も 多く 、大 変 危険 な状 況 にあ
り、そのあたりも考慮いただきたい。

（会

長）信号機の設置はできないのか。

（事務 局） 開発 業者 から 警察 へ打診 した とこ ろ 、現在 の交 通量 調査 によ れば 、現時 点に
おいては設置の必要なしとの判断となった。
（委

員） おお ぎや 眼科 やし ののめ 薬局 が近 く にあり 、こ の開 発が あっ た場 合に影 響を
受けると思うが、そのあたりからの意見はあったか。
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（事務局）今のところ意見は出されていない。
（会

長） 建物 の意 匠に つい てです が、 周り か ら浮か ない よう にす るた めに 、篠山 にあ
った 建築 物 にす るこ とは で きな いか 。 まわ りと 合わ ない もの ば かり 建設 し てい
ると、統一感のない落ち着かないマチになってしまう。

（事務 局） 景観 の面 から も重 要な地 区と は考 え ており 、現 在の とこ ろは 色彩 への配 慮を
いた だい て いる 。建 物自 体 につ いて は 、今 後の 協議 とし て対 応 させ てい た だき
たい。
（委

員） 市民 セン ター に隣 接する 場所 であ り 、市民 セン ター との 調和 も十 分に配 慮い
ただ きた い 。市 民セ ンタ ー の南 側は き れい に植 樹さ れて いる 箇 所で あり 、 そち
ら側が殺風景なものとならないよう配慮いただきたい。

（事務 局） 周辺 交通 につ いて は、交 差部 に隣 接 する出 入り 口と なら ない よう 配慮し てい
きた い。 南 北の 道路 につ い ては 、一 部 歩道 のな い箇 所も あり 、 その あた り につ
いても周辺交通の安全確保として協議していきたい。景観への配慮について
は、 全国 展 開し てい る業 者 では ある も のの 、景 観的 に農 村部 と 城下 町の 切 り替
わる 重要 な 場所 であ り、 き つく 制限 が 出来 る状 況で はな いが 、 十分 に配 慮 する
よう進めていきたい。
（会

長） 答申 案を 事務 局で まとめ 、本 日の 審 議会中 に提 示願 う。 ただ 、委 員の退 出に
より 、出 席 委員 が全 委員 の 半数 に満 た ない ため 、各 委員 へ答 申 案を 送付 し 可否
を決することでどうか。

（委

員） 議論 を終 えた うえ で退出 され てお り 、答申 案に つい ては 委任 され て退出 され
たということでいいのではないか。

（会

長）そのように扱う。

（事務局）答申案を説明
（会

長）答申案のとおりで了解いただけるか。
全員承認

②

犬・猫等の動物の里親施設の築造（後川下）・・・・・・・・資料３

（事務局）当日配付資料３を説明
（申出人）資料３を説明
（委

員） 経費 を寄 付に よっ て賄わ れる とい う ことで ある が、 長く 運営 され る中で 、経
費的に厳しくなった時に糞尿処理等対応できるか？

（申出 人） 能勢 で行 って いる 事業に つい ては 、 順調に 行え てい る。 現在 の施 設につ いて
は、新しく施設を建設できる地区ではなく、最終的には全面移転を考えてい
る。 糞に つ いて は、 量の 少 ない もの で あり 、資 金面 から 処理 が でき なく な ると
いうものではないと考える。
（委

員） 長期 的な 事業 計画 のなか で、 資金 面 におい ても どの よう に計 画さ れてい るか
を提 示い た だき たい 。経 営 がで きな く なっ た時 に動 物だ けが 取 り残 され る よう
な事 態は 避 けな けれ ばな ら ない 。そ の よう な意 味で 、長 期的 な 事業 計画 を ご提
示いただきたい。

（申出 人） おっ しゃ るよ うな ケース は確 かに た くさん ある 。現 実と して 、ス ペース ・人
・経費等のバランスをとることは必要であり、今はそのバランスがとれてい
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る。 仮に 経 費的 に厳 しい こ とに なれ ば 、管 理頭 数を 減少 させ る 。そ れで も 無理
であれば、最終的にはすべて安楽死させる。
（委

員） ホー ムペ ージ で拝 見した 経営 状況 で は、安 定し た経 営を され てい る。避 妊処
置の 事業 は 今も され てい る のか 。東 京 にも 事業 所が ある よう で ある が、 ど のよ
うな もの か 。主 たる 事務 所 は大 阪で あ り、 所轄 庁は 大阪 にな る が、 主た る 事務
所が 東京 な ので あれ ば、 所 轄庁 は内 閣 府と いう こと にな り、 内 閣府 に所 轄 替え
をし なけ れ ば事 業自 体で き ない ので は ない か。 その こと につ い て一 度大 阪 府と
相談 して は どう か。 形式 的 な問 題で は ある が、 仮に 法的 に適 切 でな い状 態 であ
れば問題であるので、一度大阪府と相談していただきたい。

（委

員）当初は何頭くらいを考えているか。

（申出 人） 現在 大阪 にい る犬 で２０ ０頭 、猫 で １３０ 頭か １４ ０頭 を最 終的 に全て 移動
したいと思っている。スペースに応じた受け入れをする。
（会

長） 尿の 処理 方法 はど のよう な方 法か 。 土地の 部分 には 尿は 出さ れる のか。 汚染
は大丈夫か。

（申出 人） 散歩 の時 など には 、土地 に尿 をす る ことに なる 。ま た、 糞尿 につ いては 検査
を行うので、異常があれば対応している。
（委

員）羽束川の下流は三田市があり、そのあたりも問題である。

（委

員）下流域の同意等は手続き的に必要でないのか。

（申出 人） 牛や 犬が 飼わ れて いる状 況で 、犬 だ けがど うと いう わけ では ない と考え る。
舞鶴 の訓 練 施設 にお ける 浄 化漕 施設 な ども 調べ 、き っち りと 浄 化で きる よ う施
設整備を行う。
（会

長）鳴き声による騒音はどうか。

（申出 人） 山の 方を 向い て、 犬舎を 配置 する こ とや、 天井 等に より 音を 吸収 するな どの
騒音対策を考えている。
（委

員）地元説明時の地元からの意見はどうであったか。

（申出人）自治会において議決をし、自治会での同意を得ている。
（委

員）直接的に地元説明をしたことはないのか。

（申出 人） 利害 関係 者と なる 方とは 、都 度説 明 を行っ てい る。 これ まで の土 地管理 にお
いて 、不 法 投棄 等ひ どい 状 況に あっ た よう で、 今回 の開 発が 行 われ るこ と で活
性化も見込まれ、受け入れていただいた状況である。
（委

員）現在の能勢での問題はあるか。また、良いことはあるか。

（申出 人） 能勢 には 、同 様の 施設が もう １件 あ り、２ 施設 が運 営さ れて いる 。鳴き 声の
問題 がな い こと はな いと 思 う。 前は 農 道に も散 歩に 行っ てい た が、 糞尿 の 問題
があ り今 は 山へ の散 歩だ け にし てい る 。水 につ いて は、 水稲 の 時期 は問 題 であ
り、 きっ ち り掃 除を する な ど対 応し て いる 。施 設が ある こと に より ペッ ト の捨
て去り等もあるが、そのような場合には必ず保護するようにしている。
（会

長） 審議 に入 るの で開 発事業 者に つい て は、退 席願 う。 改め て、 事務 局から の説
明をお願いする。

（事務局）当日配付資料３を説明
（委

員）資金計画は、事前協議においては求めていないのか。

（事務局）本申請において求めている。
（委

員） 地権 者や 地元 自治 会の同 意は とら れ ている よう であ るが 、下 流域 との話 し合
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いも必要なのではないか。
（事務 局） 開発 手続 きと して は、下 流域 から の 同意は 必要 とし ない が、 影響 の多寡 はあ
ると 思う が 、影 響が ある と は考 える の で、 関係 自治 体と 連携 し て協 議を 行 って
いきたい。ＮＰＯ法人の所管庁についても、調べて進めていきたい。
（会

長）犬の逃亡のおそれはないのか。

（事務局）施設をフェンスで囲んでおり、逃亡しないよう配慮している。猫について
は、外自体に出さない計画である。
（会

長）事務局で答申案を整理いただく。

（事務局）答申案を説明
（会長）答申案のとおりで了解いただけるか。
全員承認
４．

その他

次回（第 48回）開催予定
５．

閉

平成２２年６月下旬

会
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最終調整のうえ後日連絡する

