議

題

第５０回篠山市総合計画審議会

会議録

日

時

平成２２年８月２日（月）１９時３０分〜

場

所

篠山市役所

本庁舎

出席委員

山鳥嘉彦、上見重信、加藤哲夫、藤本光彦、小森星児、

３０１会議室

横山宜致、吉田栄 治、藤 本悦郎 、西尾 純一、堀 江溢雄、
團野和人
欠席委員

羽田登喜雄、西尾和磨、柳本晃代、並河達也、石田成正
（敬称略・順不同）

１． 開

会

２． あいさつ
３． 審議事項
（１）「篠山市総合計画について（答申）」について ・・・・資料１

資料２

資料３

（事務局）資料１・２・３について、前回からの修正点を説明。
小森委員から提案のあった追加項目「田園景観の保全、整備、創造につい
て」を説明。
（会

長）キャッチコピーのサブタイトルから審議を行う。「ふるさと日本一丹波篠
山」 より も 「丹 波篠 山ス タ イル を目 指 して 」と いう サブ タイ ト ルの ほう が いい
ので はな い かと の意 見が 前 回審 議会 に おい て出 され たが 、こ の こと につ い て審
議をお願いする。

（委

員） 全体 の中 で「 ふる さと日 本一 」と い う説明 がな いな かで 、サ ブタ イトル にだ
け出 てく る のは おか しい 。 また 、ふ る さと 日本 一と いう こと の 具体 的な こ とが
分か らな い 。ふ るさ と自 体 は、 個人 そ れぞ れに よっ て価 値観 が 異な るも の であ
り、比較しがたいものである。
また 、篠 山 出身 の ご主 人が 篠 山出 身で な い奥 さ んと 一緒 に 都会 か ら戻 って こ
られ るよ う な場 合に 、ご 主 人の ふる さ とが 篠山 であ った とし て も、 奥さ ん から
見た 場合 は 、今 まで 住ん で きた とこ ろ がふ るさ とで あり 、篠 山 がふ るさ と とい
うわ けで は ない 。そ のよ う な方 から す ると 、「 ふる さと 日本 一 」と いう 言 葉に
は違和感を持たれるのではないか。
総合 計画 （ 案） に も出 てく る 「丹 波篠 山 スタ イ ル」 とい う 言葉 が いい ので は
ないか。「目指して」よりも「求めて」がいいのではないか。

（委

員） はじ めは 「ふ るさ と」と いう 言葉 を 残して ほし いと 思っ てい たが 、二つ のサ
ブタ イト ル を比 べる と、 こ れま で審 議 会で 議論 して きた 、篠 山 をど うし て いく
かと いう こ とは 、「 丹波 篠 山ス タイ ル を目 指す 」と いう こと だ った ので は ない
かと感じる。

（委

員） スタ イル とは どの ような 意味 であ る か。「 丹波 篠山 らし さ」 であ れば、 理解
できる。スタイルという言葉では、説明に困る気がする。

（委

員） 「丹 波篠 山ス タイ ル」に する のか 「 篠山ス タイ ル」 にす るの かで も随分 異な
り、 丹波 と いう 言葉 をつ け るこ とに 抵 抗を 感じ る人 もい るの で はな いか 。 ブラ
ンドイメージという意味では、丹波とつけるのもいいかもしれないが。
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（委

員）現在の第一次基本構想においても「丹波篠山」という言葉を使用している。

（委

員） 私だ けが 「丹 波」 とつけ るの を相 応 しくな いと 思っ てい るの だろ うか。 審議
会において諮っていただきたい。

（委

員） デカ ンシ ョ節 にも 「丹波 篠山 」と 使 ってい るし 、昔 から 篠山 には 「丹波 」が
セッ トと な って いた 。最 近 にな って 、 他市 町に おい て「 丹波 」 とい う名 前 を使
われ ると こ ろが あり 、丹 波 とい う言 葉 に危 機意 識を 持っ てい る 方が おり 、 「丹
波」という言葉を意識しているのではないか。

（委

員） 市外 で話 をす る時 にも、 「篠 山」 と 言って も分 かっ ても らえ ない が、「 丹波
篠山 」と 言 えば 分か って も らえ るこ と が多 く、 丹波 と篠 山は セ ット のよ う に思
う。

（委

員） 既に 丹波 篠山 スタ イルと いう もの は あるの では ない か。 ある もの であれ ば、
「目指して」よりも「生かして」のほうがいいのではないか。

（委

員） 「ら しさ 」と いう と、今 ある もの に 収まっ てし まう よう に感 じる が、「 スタ
イル 」と い うと 、新 しい も のを 作っ て いく こと が含 まれ るの で いい ので は ない
か。

（会

長）「丹波篠山スタイルへまっしぐら」というのはどうか。

（委

員）少しやりすぎのように感じる。

（委

員） あく まで も答 申で あるの で、 「丹 波 篠山ス タイ ルを 目指 して 」と いうこ とに
して、今後は市へ任せてはどうか。

（会

長） 「ふ るさ と日 本一 丹波篠 山」 は採 用 せず、 審議 会か ら絶 対に この サブタ イト
ルで ある と いう 答申 は行 わ ず、 総合 計 画に おけ るサ ブタ イト ル は市 へお 任 せす
ることとする。
小森委員からの追加項目の提案に対して意見はあるか。

（委

員） 「昔 はあ りふ れた 風景だ った 篠山 盆 地の景 観は 」と ある が、 「昔 」とい うの
は、どれくらい前を思われているのか。

（委

員）農業の機械化がされる前や、基盤整備が行われる位の時を思っている。

（委

員） 「土 地利 用に 関す る権限 の多 くが 篠 山市に 移譲 され る見 込み 」と あるが 、篠
山市 に限 っ たこ とで はな い ので 、「 篠 山市 」で はな く、 「市 」 だけ にし た ほう
がよいのではないか。

（会

長）「篠山」を削除し、そのほかについては加筆していいか。
〜全委員

異議なし〜

（会

長）資料１

１９頁から３５頁の基本構想部分について審議をお願いする。

（委

員） ２０ 頁「 市民 や地 域の動 きを 市全 体 として 調整 しな がら 」と ある が、誰 がど
うや るか が 書か れて いな い し、 無く て も意 味は 変わ らな いの で 、削 除し た ほう
が分かりやすいのではないか。
２０ 頁「 突 き詰 め てい くと 、 米作 りを 通 じて 築 かれ てき た 人と 自 然の 理に か
なっ た関 係 、そ こか ら生 み 出さ れた 歴 史と 文化 、景 観」 とあ る が、 分か り にく
い文 章に な って いる 。「 米 作り を通 じ て築 かれ てき た歴 史と 文 化、 景観 」 とし
たほうが、分かりやすいのではないか。
３５ 頁「 歳入 と歳 出のバ ラン スを 均 衡させ 」と ある が、 歳入 と歳 出自体 は常
に均 衡は 取 れて いる もの で あり 、均 衡 を取 るた めに 負債 をし て いる 。そ の 点に
おいて、表現が適切でない。
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３５ 頁「 計 画、 実 行、 評価 、 改善 」と あ るが 、 マネ ージ メ ント の 分野 にお い
て使 われ る ＰＤ ＣＡ のこ と であ り、 Ｐ ＤＣ Ａと 補足 した ほう が 分か りや す いの
では ない か 。ま た、 基本 構 想部 分で 、 ＰＤ ＣＡ を課 題と して 提 起し てい る 以上
は、 これ か ら５ 年間 の前 期 基本 計画 に おい ては ＰＤ ＣＡ を行 う こと がで き る仕
組みを作っておかなければならない。
（委

員） 「丹 波篠 山ス タイ ル」と 「篠 山ス タ イル」 とい う言 葉が 使わ れて いるの で、
統一したほうがいい。

（委

員） ２０ 頁「 その よう な篠山 市に は」 と あるが 、こ こで は篠 山市 のこ とを言 って
いるのは当然なので、あえて入れる必要はないのではないか。
６頁 の沿 革 図に お いて 、平 成 １１ 年の 篠 山市 と なっ た合 併 のと こ ろに 「（ 篠
山町）」とあるのはなぜか。

（事務 局） 篠山 町と して 合併 するこ とが 合併 協 議会で 合意 され た後 、市 とな ること がで
きる 要件 が 変更 され 、篠 山 市と なる こ とに なっ た。 その ため 、 事務 手続 き にお
いては、一度合併して篠山町になった後に篠山市となっている。
（委

員） 住民 とし ては 、結 果が分 かれ ばよ い ので、 （篠 山町 ）は 必要 ない と思う 。記
載するかどうかは、行政の判断にお任せしたらどうか。
５頁「年格差、日格差」とあるが、正しくは、「年較差、日較差」である。
６頁 「寺 内 に古 代 寺院 が置 か れま した 。 」と あ るが 、瓦 が 出土 し てい るも の
の、 古代 寺 院が あっ たと い う確 証は な いの で、 ここ まで の記 述 は控 える べ きで
ないか。
８頁 「そ れ ぞれ が 持て る技 術 や力 を出 し て」 及 び「 今回 の 計画 で は、 これ ら
の結 びつ き を組 みな おし て 、力 が出 せ る関 係を 構築 して いく こ とが その 第 一歩
とな るで し ょう 。」 とい う のは 、必 要 ない ので はな いか 。若 し くは 、「 今 回の
計画が、その第一歩となるでしょう。」とすればいいのではないか。
１５ 頁「 そ の際 、 施設 や事 業 とお 金の 関 係だ け でな く、 そ こに 関 わる 人の 存
在を大切にし、人材育成を図っていくことが重要です。」とあるが、直前に
「適 切な の か問 い直 す必 要 があ りま す 」と 記載 して おり 、そ こ に含 まれ て いる
ことであり、記述の必要はないのではないか。
１６ 頁に 「 新し い 公共 」に つ いて 記述 さ れて い るが 、こ こ では こ れま でか ら
ある 形の も のを あげ てい る だけ であ り 、こ れか らの 形の 新し い 公共 を説 明 でき
ていないので、このままの記述であれば削除したほうがいい。
１８ 頁

５

こ れか らの ま ちづ くり に 向け た解 決の 糸口

と地 域な どの 結び つ きを 見直 す

（ １ ）人 と人 、 地域

にお いて 、 「 学力 も成 功も すべ て その 人次 第」

とあ るが 、「 成功 も 失敗 もす べて その 人次 第 」 の間 違い では ない か 。ま た、 例が
あげられているが、ここまで細かな例は必要ないのではないか。
（委

員） １８ 頁に 「ま ちづ くりの アイ デア は 若者・ よそ 者・ バカ 者か ら生 まれる と言
われる」とあるが、総合計画には相応しくない表現ではないか。

（委

員） その よう なこ とを 表現す る言 葉と し ては、 イン パク トの ある 言葉 として 割と
普遍的に使われている表現のようには思う。

（委

員） この 点に つい て、 審議会 で諮 って 欲 しい。 この まま でい くの か、 変更す るか
の方向性だけでも決めていただきたい。

（委

員） ショ ック 療法 とし ては、 記述 した ま までい いと 思っ てい る。 気品 に欠け る表
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現と いう 指 摘は もっ とも だ と思 うが 、 ほか でど のよ うに 使わ れ てい るか も 調べ
てみ て、 残 して もい いの で はな いか 。 この 言葉 自体 は、 現状 を 踏ま えた 上 で、
衝撃 的で は ある が力 のあ る 言葉 とし て 事務 局は 選ば れた ので は ない か。 今 後、
パブ リッ ク コメ ント や議 会 にお いて 広 く意 見を 聞い てい く中 で 、気 品に 欠 ける
のではないかという意見があがってくれば、それはご指摘のとおりであるの
で、対応いただいたらと思う。
（会

長）今後のパブリックコメント等での意見により対応いただくこととする。

（会

長）資料２について、意見はあるか。

（委

員） 施策 指標 があ がっ ている が、 他自 治 体では 、最 近は アウ トプ ット とアウ トカ
ムを それ ぞ れ書 くよ うに し てい るも の が多 い。 今の 案で は、 施 策指 標は ア ウト
プッ トば か りに なっ てい る ので はな い か。 長期 的な 目標 とし て は、 アウ ト カム
を提示する必要があるのではないか。

（事務 局） 委員 のお っし ゃる ように 事業 を行 う ことに よっ て地 域に どの よう なアウ トカ
ムが ある か が重 要と 考え て おり 、行 政 評価 を担 当し てい る行 政 経営 課を 中 心に
施策指標を検討しており、ご指摘のあったとおりの方向で考えている。
（委

員）パブリックコメントでは、どこまでを公開し対象とするのか。

（事務 局） パブ リッ クコ メン トは、 基本 構想 と 基本計 画を ９月 の中 旬頃 に行 えたら いい
と考えている。
（事務局）資料３について説明
（委

員）審議会においては、前期基本計画案自体を審議したことになるのか。

（事務 局） 前期 基本 計画 案の 施策体 系と 施策 様 式のみ を審 議し たも のと して 答申い ただ
く。
（委

員） 答申 文書 にお いて 、前期 基本 計画 自 体を審 議し たか のよ うに 誤解 されか ねな
い表 現に な って いる ので 、 あく まで も 前期 基本 計画 の施 策体 系 と施 策様 式 のみ
を審議したことが分かるように表現を変更する必要がある。

（委

員） 施策 様式 自体 は、 ほとん ど審 議し て いない 。審 議会 とし ては 、施 策体系 の大
項目 の部 分 を基 本構 想部 分 の審 議に お いて 審議 した だけ なの で 、施 策体 系 とし
ては答申しなくてよいのではないか。

（会長）答申は、基本構想案のみでいいか。
〜全委員

異議なし〜

４． その他
・

今後の予定について
２年 間の 任期 を例 外 的に 延長 して 、現 在ま で お 世話 にな って いた と ころ であ り、
本日 の第 ５０ 回の 審議 会を もっ て、 第５ 期総 合 計画 審議 会委 員の 任期 を終 了と させ
てい ただ く。 今後 総合 計画 審議 会を 開催 する 必 要が でて きた 場合 は、 新た な委 員を
選任して進めさせていただくこととする。
答申は、平成２２年８月９日に会長及び副会長から市長へ行う。

５． 閉

会
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