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島本町人口ビジョンと島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関するパブリックコメント  

ご意見と町の考え方 

 

意見募集の概要  

 実施期間＝ 平成 28 年 1 月 5 日（火）～2 月 3 日（水） 

 資料の閲覧方法＝ 役場・ふれあいセンターなど 5 か所に設置、町ホームページに掲載  

 応募方法＝ 持参、郵送、ファックス、町ホームページの意見フォームからの送付  

 意見件数＝87 件（11 人） 

 いただいたご意見は、原文のまま記載しております 

 

島本町人口ビジョン 

 

1 人口ビジョンの位置づけ  ＜P1～2＞ 

【意見なし】 

 

2 人口の現状   ＜P3～24＞ 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

1 3 Ｐ3 

人口ビジョンに関して、人口推移と将来設計に関して、

国の人口推計から島本の将来人口を予測し、人口減少を

できるだけくいと止めることにのみ━もちろんそのこと

事態が一定の行政サービスを提供し続けるという行政の

長期的な人口推計は、これまでの出生・死亡の自然増減や、1人

の女性が一生に産む子どもの人数とされる合計特殊出生率、転

入・転出の社会増減の傾向を分析することが重要な要素です。 

本町の自然増減につきましては、本計画の6ページの「島本町の
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責任と役目を果たす上に必要であるがゆえにということ

はわかるのですが━将来展望としての短期、中期、長期

目標を単純に空念仏を唱えているに過ぎないと感じられ

ます。1960 年代から 1980 年代にかけての日本の高度経

済成長と共に工場従業員や都市住民のベットタウンとし

て人口増加してきた島本の人口増加期、1985 年以降 2015

年位までのプラトー期、そして今後の漸減期。この 3 つ

の時期に関しても、年度ごとには増減が見られると思い

ますが、その時期の増減の要因について社会情勢、島本

における変化などと組み合わせて分析することで、定住

する人をより多くするための魅力ある島本づくりと繋が

っていくのではないかと思います。過去の生データを列

挙するだけではなく、その時点における人口の推移に関

して行政としての自治体行政を担ってきたプロとしての

知見も加え、今後の目標につなげていく工夫が少ないと

感じました。 

出生・死亡数の推移」、合計特殊出生率につきましては、7ペー

ジの「合計特殊出生率の推移」、社会増減につきましては、9ペ

ージの「島本町の転入・転出の推移」において記載しており、こ

れらの実績などを踏まえ、本町の人口推計を行っております。 

上記に記載したもの以外に、地域内における人口増減の要因とし

ては、開発の影響等が大きく関与いたします。本計画では、国の

長期ビジョンとの整合性を図る観点等から、町域内及び近隣自治

体における個別の開発等の影響については考慮しておりません。

なお、国全体で人口が減少する中、今後は、本町においても、国

の推計と同様の傾向で人口が推移するものと考えております。 

2 4 Ｐ3 
3ページの下段スペースに島本町の合計出生率の推移を、

グラフではなく表で示して欲しい 
7ページの出生率のグラフの下に出生率の表を併記いたします。 

3 4 Ｐ9 

島本町の転入・転出の推移で、1996～1998 年に大きな動

きがあるが、その理由を分析できていますか。府営水の

導入時と重なっているのではないでしょうか。 

平成7年から9年にかけて、転出が転入を上回る社会減の傾向にあ

り、その後、平成9年以降は、転出の増減も緩やかに推移してお

りますが、府営水導入との関連性の有無を分析することは、困難

であります。 

なお、本町では、水道水の安定供給を行うために、高度浄水処理

水の受け入れを、平成10年から開始しております。 

4 9 Ｐ9 

○人口ビジョン（案）について 

過去の人口増減の検証に、あまり時間を割くべきではな

いかもしれませんが、ｐ9 の転入転出を見ますと、人口

減少の決定的なものは「府営水導入」直後の減り具合が

激しいことである。活力を呼ぶはずだったＪＲ島本駅開

業によっても、その減少分を克服できていない。インフ

ラ整備や利便性では確保できない、島本の有形無形の財

産は水です。ここは大いに検証してほしいです。 

2011 年原発事故以降、80 キロ圏内などの環境面からも、

再稼働によって水道供給減が地下水と琵琶湖・淀川の水

とでは安全性の担保はくらべものになりません。  

平成7年から9年にかけて、転出が転入を上回る社会減の傾向にあ

り、その後、平成9年以降は、転出の増減も緩やかに推移してお

りますが、府営水導入との関連性の有無を分析することは、困難

であります。 

なお、本町では、水道水の安定供給を行うために、高度浄水処理

水の受け入れを、平成10年から開始しております。 

また、地下水は島本町の財産の一つであることは言うまでもあり

ませんが、新駅設置に伴う利便性の向上が図られたことも、人口

増加の要因であるものと認識しております。 
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5 3 P13－17 

転入・転出に関しても島本という規模の行政単位で考え

るなら単純なデータの羅列に終わるのではなく、最も大

きな流入・流出のポイントとなる高槻市との関連での分

析が必要ではないかと思います。また、京都への転入・

転出も京都府一般ではなく洛西ニュータウン以西への転

入・転出に関して北摂諸都市同様のデータを出すことで

分析することが大事ではないかと思います。全国的な転

出・転入は、日本社会全体の就業、学業構造と密接に関

係することであり、一地方自治体として分析しても結論

がでるものではないと思いますが、洛西諸地域、北摂諸

都市、とりわけても高槻との関係に関しては具体的な問

題もクローズアップすることができるかもしれないし、

それによって、島本へのより一層の定住をもたらす可能

性があるのではないかと思われます。 

全国的な傾向だけでなく、近隣市町との人口移動の状況につきま

しても、転出入者アンケートを実施し分析を行っております。本

アンケートでは、近隣の自治体を含む転入前居住地、転出後居住

地を把握し、本町を選んだ理由や転出された理由を分析し、その

結果を踏まえ、総合戦略の各施策に反映しております。 

なお、人口ビジョンでは、統計データによる人口動向の特徴を分

析し、その結果を記載しております。 

6 5 P23 

「島本町人口ビジョン（案）および島本町まち・ひと・

しごと創生総合戦略（案）」に関するパブリックコメント

の募集（意見募集）につき、下記意見を申し述べます。 

1、はじめに 

島本町人口ビジョン（案） 

島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案) 

参考資料「施策・事業」提案 

以上の資料を拝見いたしました。 

いずれも「まち・ひと・しごと創生法」の目的、理念、

自治体の責務等に則り、当町総合戦略案（案）がよく取

りまとめられていると感じました。また、平成 27 年以降

には、この総合戦略の一環で国からの支援を受け、参考

資料に記載の「施策・事業」などが実施されていくこと

がイメージできます。 

さらに、国や府と連携を深め、近い将来、地方創世の分

野で国をも主導できる、そうした島本町となることを期

待しております。 

さて、今回のパブコメですが、下記 2 点について意見を

述べさせていただきます。 

2、意見 

島本町人口ビジョン（案）について 

このビジョン（案）は【人口ビジョンの位置づけ】【人口

の現状】【人口の将来設計】【人口減少社会に対応する基

本計画の23ページに記載しております「男女別産業人口（従業地

による）」につきましては、国勢調査の「従業地による就業者数」

を用いて分析しており、「従業地による就業者数」とは、島本町

内で働く人であり、居住地は島本町に限っておりません。 

記載内容につきましては、住民のみなさまが分かりやすく、理解

しやすい内容を検討させていただきます。 

また、本計画では、さまざまなデータ分析により、町の特性など

を記載しており、具体的な施策については、総合戦略に位置づけ

ております。本町には研究施設も多数立地しており、これらの企

業が立地を継続できる環境を整えるとともに、新たな企業立地を

促進することが重要であるものと認識しておりますことから、総

合戦略に掲げる施策を推進してまいりたいと考えております。 
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本的視点】【人口の将来展望】とういう章立てで、現状の

分析から将来への展望という流れで、人口減少の態様を

丁寧に分析・説明しわかりやすくまとめられていると感

じました。ページ数が多い割には、わかりやすい解説で

スムーズに読みこなすことができました。また、この書

面の中の各種データは町の施策を考えるいろいろな場面

で利用でき、有意義なものと考えます。 

また、34 ページには、 

【このため、将来の人口減少に歯止めをかけるためには、

転出の抑制と転入の促進を図りつつ、出生数を増やし、

自然増を目指す必要があります。 

そのためには、東京圏、北摂他市など京阪神に流れる人

を食い止めるか、東京圏から北摂他市などの京阪神に流

れる人を呼び込めるかが課題となります。 

また、出生数を増やすには若い女性の絶対数を増やす必

要があり、進学、就職、結婚時に島本町にとどまっても

らえるよう、若い女性が住みたくなるまちを目指すこと

が重要です。特に、若い世代において、結婚・出産・子

育ての希望を実現できる環境を整えることが重要です。 

このため、島本町の特性を生かし、住宅都市として安全

に安心して暮らせる環境を充実することで転入促進を図

ります。特に子育て世代については、子育て支援や教育

環境の充実、雇用対策などに取り組むことで定住魅力を

向上して転入を促進し、多様な世代が定住するバランス

のとれた人口構造を目指します。 

また、次代を担っていく子どもたちが「このまちに生ま

れてよかった、住んでよかった」と思えるよう愛着と誇

りの持てるまちづくりを進め、若い世代が定住する活力

ある島本町の実現を目指します。】 

とまとめております。このように施策の方向性をわかり

やすく示しており、好感がもてます。 

このように、「人口ビジョン(案)」はデータをよく分析

し、総合化していると思えます。 

ただ、この中で 1 か所だけですが、もう少し詳しく説明

していただきたいと感じた個所があります。 

それは「男女別産業人口」（第 23 ページ）の表の説明で

す。平成 22 年国勢調査の資料とのことですが、せっかく



5 

 

のデータでありながら、ここのところについては、追及

が足りないように思えるのです。 

表の上の「従業地」という記載が、この表を理解しにく

くしているのかもしれません。 

この表に記載された目盛上の数値は島本町に住む人が就

業する産業なのか、島本町内に存する事業所に従事する

人なのかがわかりづらいのです。国勢調査のデータとい

うことからは前者のようにも思えますが、たとえば、情

報通信業の就業者人口（表からでは読みにくいですが）

を見ると、50 人にも満たないようなので、とすると、当

町にある該当企業の社宅の数と整合性が取れていないよ

うに思え、そうなると後者のようにも思えるのです。 

また、特化係数という用語を用いて、「島本町は男女とも

に、学術研究、専門・技術サービス業で最も係数が高い」

と論評しております。 

せっかくの評価ですので、この個所をもう少し深堀した

形で、特化係数 3．0 の意義や、この種の就業者の特質な

どの説明があれば、次につながっていくのではという思

いがするのです。 

例えば、筆者の勝手な憶測によれば、島本町の労働者（従

業者）は全国に比べると「学術、専門、技術サービス業」

などの知識労働に携わる、知識労働者が圧倒的に高いと

いうことがうかがえ、もし、こういうことならば、これ

は島本町住民の一つの特徴で、これが島本町への転入促

進策、転出防止策などの施策につながる可能性がでてく

るのではないかとも思えるのです。 
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3 人口の将来推計   ＜P15～30＞ 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ページ 
ご意見 町の考え方 

7 3 P27 

また、人口集計シュミレーションに関して、特殊出生率

の増加の数値目標ばかりが取り上げられていますが、こ

れは、働きざかりの世代の安定的な収入保障と女性の社

会進出や、子育てがしやすいす社会環境の結果として付

いてくるものであり、それ自体を自己目的化するのは本

末転倒のようにも感じます。この数値目標より先に、初

等・中等教育の充実、幼保の整備、安心・安全な社会構

造の構築等にまず専念すべきではないかと思います。 

人口ビジョン及び総合戦略は、合計特殊出生率の数値の達成が最

終的な目標ではなく、合計特殊出生率の低下による人口減少がも

たらす様々な問題を解決することが目的であると考えておりま

す。 

そのための方策として、教育・保育、安全・安心に関する取組は、

特に重要なものとして位置づけを行っております。 

8 10 Ｐ27 

島本町人口ビジョン（案）を拝見しました。人口が減少

を続ける事とその影響についてはおおむね同意できるも

のだと思います。 

一方で、将来の人口推移における自然増減と社会増減の

影響度を評価した部分については、その方法に疑義があ

ります。自然増減の影響を見積もるためにパターン 1 と、

パターン 1 の条件から合計特殊出生率の値のみを変えた

シミュレーション 1 とを比較している点は理解できま

す。一方、社会増減の影響を見積もるために、本ビジョ

ン（案）では、シミュレーション 1 の条件に加えて転入

出数を変えたシミュレーション 2 を行い、シミュレーシ

ョン 1 と比較しています。しかし、これは奇妙な方法の

ように思われます。社会増減の影響を見積もるためのベ

ースラインとなる値が、自然増減の影響を見るためのベ

ースラインと異なっているからです。これでは、両影響

の正当な比較になる事は期待できません。ここは本来、

パターン 1 の条件から転入出数のみを変えたシミュレー

ションを行い、パターン 1 と比較すべきところだと考え

られます。おそらくそうすれば、社会増減の影響は、本

ビジョン（案）に示されているものよりももっと大きく

なるものと予想されます。言い換えれば、本ビジョン（案）

では自然増減の影響を過大評価している可能性があると

言う事です。 

また、このシミュレーションの前提となる、2040 年まで

本計画の28ページでは、将来人口に及ぼす影響が、自然増減、社

会増減のどちらの影響が大きいかを比較し分析しております。 

自然増減の影響度を算出するため、国立・社会保障人口問題研究

所が推計を行ったパターン1と、パターン1に出生率上昇を仮定し

たシミュレーション1を比較し、影響度を算出しております。 

一方、社会増減の影響度を算出するため、出生率上昇を仮定した

シミュレーション1に加え、転入・転出が均衡する移動ゼロを仮定

したシミュレーション2を算出し、シミュレーション1とシミュレ

ーション2を比較して、社会増減の影響度を算出しておりました。 

ご指摘のとおり、自然増減の比較と、社会増減の比較では、ベー

スとなる値が異なっておりますことから、社会増減の影響度の算

出手法として、パターン1の条件から転入・転出が均衡する移動ゼ

ロの数値を算出し、当該数値とパターン1とで、影響度を算出する

こととし、より分かりやすく、理解しやすい内容に修正させてい

ただきます。 

また、平成52（2040）年における合計特殊出生率2．07と人口移動

の均衡は、国が示す人口ビジョンの出生率の目標数値（2040年の

合計特殊出生率2．07と首都圏への人口流出ストップ）を踏まえ、

本町が目指すべきビジョンを示しています。 

根拠となる国の長期ビジョンの内容について、35ページに記載い

たします。 



7 

 

の出生率の人口置換水準への上昇と、同期までの人口移

動の均衡という 2 つの仮定についてですが、そうなると

仮定すべき根拠が何も示されていません。そのため、シ

ミュレーションの結果は信頼性の非常に薄いものになっ

ていると思われます。 

本ビジョン（案）では、これらシミュレーションの結果

が必ずしもその他の部分に重要な関連を持ってはいない

ようですが、それにしても町が公的に作成し、将来の指

針となるような文書の中にあるものとしては、この部分

はいささかずさんなもののように見受けられます。削除

されたほうが良いのではないでしょうか？ 

9 4 Ｐ35 

島本町総合計画において目標とする将来人口 32000 人と

の関連性はどのようになっていますか。そのことを記載

しておく必要はありませんか  

本計画の目標人口につきましては、国が提示する推計方法、出生

率の目標などを参考に平成 72（2060）年までの長期的な人口シミ

ュレーションを行ったものです。一方、総合計画の人口目標につ

きましては、新たな宅地開発による人口増加を見込んだ平成 31

（2019）年の目標人口となっています。 

これらの推計につきましては、策定時期が異なることはもとより、

推計の基準となる国勢調査の人口の時点が異なることや、新たな

宅地開発を見込んでいるかなど、将来人口推計の考え方が異なっ

ております。 

そのため、これまでの第四次総合計画の目標人口を 1 つの前提と

して捉えつつ、改めて国の算出方法に基づき本町の現状を分析し、

長期的な目標設定を行いました。 

10 9 Ｐ35 

○総合計画基本構想の人口目標との整合をしっかりはか

ってほしいです。 

議会で決めた「総合計画基本構想」と、議決に拠らない

本「ビジョン」との人口推計や見通しとどう整合させる

のか、位置づけなど、議会・役場とも責任をもてるよう

にしてほしい。 
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4 人口減少社会に対応する基本的視点   ＜P31～34＞ 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ページ 
ご意見 町の考え方 

11 4 P32 

人口目標、予想推移にみあった保育所・幼稚園・学校施

設の整備、人材配置をお願いします。税収増額を目的に

して人口は増やしたいが、やがて子どもの数は減るので

保育所はつくらない、学校は更新しないという発想を改

めない限り、島本町はもとより、日本の人口減少は加速

します。  

今後の人口推計などに応じた公共施設の在り方につきましては、

現在策定を進めております「島本町公共施設総合管理計画」にお

いて、検討を行ってまいります。 

今後も、本町の人口推計や財政状況などを踏まえ、公共施設の適

正な管理に努めてまいります。 

12 3 Ｐ34 

更に、就労世代の町への転入という場合に、多文化共生

の島本町という目標も大事ではないかと思います。現在、

政府においては難民認定の狭き門が大きな社会問題とも

なっていますが、世界の動勢から介護や多くの分野で外

国人の受け入れが進んでいます。1960年代には白豪主義

で通っていたオーストラリアは、今や多文化主義の進ん

だ国として世界からも一目置かれています。小さな自治

体だからこそできる小回りの利いた施策も島本ならでき

るかもしれません。こうした視点からの行政の斬新な取

組も行っていけるような自治体であることを希望しま

す。 

外国人の受け入れに関する政策につきましては、さまざまな課題

を包含しており、即座に取り入れることができないため、国の人

口ビジョンにおいてもその点には触れられておりません。本町に

おきましても、小さな自治体の強みを生かし、多文化共生の視点

も踏まえながら特色ある取組を行っていけるよう、努めてまいり

たいと考えておりますが、本政策につきましては、国レベルの視

点で政策に取り組む必要があるものと考えており、本計画には記

載しておりません。 

13 7 Ｐ34 

人口減を出来る限り緩やかにするために、出産年齢の女

性の増加、出生率の上昇が必要であり、基本的視点に書

かれているように、子育て環境をより良くすることで転

入増や出生率上昇を目指す点は賛成ですが、転出に関し

ては島本町だけで取り組めることではありません。10代

後半から20代前半の進学・就職に関わる転出を食い止め

るためには、北摂や京都南部の近隣の市町村と競い合う

のでなく、通勤通学できる範囲の中核都市と連携し、互

いの機能（働く、学ぶ、住むなど）を共有すること有効

です。北摂・京都南部の一体が多機能を持つ一つの地域

としてPRすることで、この地域への転入が増え、結果と

して島本への転入も期待できると考えます。 

大阪都市圏の地盤沈下と東京圏への一極集中の傾向が継続して

おり、この構造を転換しない限り、やがて大阪都市圏の人口減少

が顕著になると考えられます。このため、広域的に地域の魅力を

向上する必要があり、そのための広域連携は、主に、国や都道府

県が主体となって取り組みますが、近隣市町との連携について

も、本町の総合戦略の中で今後検討していく必要があると考えて

おります。 
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5 人口の将来展望   ＜P35＞ 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

14 4 P35 

人口の将来展望には、合計特殊出生率が人口置換水準で

ある 2.07 に達することをめざすとありますが、過去、

島本町における合計特殊出生率が 2.07 を上まわってい

たのはいつですか？それをもとに、実現可能な数字か、

イメージする必要があると思います。 

過去の本町における合計特殊出生率につきましては、正確な数値

は昭和58年から把握しており、その時点の出生率はすでに2．07

を下回っておりました。なお、大阪府全体の出生率として、2．

07を上回っていたのが昭和40年代頃までであったことから、本町

においても同時期であったものと推測しております。 

なお、合計特殊出生率を人口置換水準である2.07に引き上げるこ

とは容易なことではなく、また、本町の取組だけで目標数値に到

達することは困難であると考えております。しかしながら、諸外

国のように一旦出生率が低下しながらも、その後2．0前後まで回

復しているという実例があり、必ずしも実現不可能なことではな

いと考えます。成功事例の取組を参考にしつつ、国をはじめ住民

や行政などのそれぞれの主体ができることを、一つずつ着実に実

行することが重要であると考えます。 

15 7 Ｐ35 

「島本町人口ビジョン（案）」「島本町まち・ひと・しご

と創生総合戦略（案）」に関して、一町民として意見さ

せて頂きます。 

まず、「島本町人口ビジョン（案）」に関して。基本的視

点にも書かれているように、全国的にも人口減が進む

中、現在は合計特殊出生率 1.44 と全国値より高いもの

の、いずれ自然減となり、人口減が加速することは避け

られないと思います。社会増減に関しても同様で、人口

が減ってきている以上、転出入の総数自体が減っていく

ので、転入超過による大きな人口増は期待できないと思

います。 

島本町の人口推移と長期的な見直しでは、国の指針を元

に 2040年に合計特殊出生率 2.07を目指すということで

すが、現実的に可能なのか疑問に感じます。2040 年に

人口減の第二段階に入ることが予想され、それまでに人

口置換水準を目指すという論理は分かりますが、 2.07

という過大な目標に対し具体な施策も示されない中、実

現できる数値だと思えません。  

16 4 Ｐ35 

人口推移と将来推計によると、2010年からみて30年後の

2040年の人口24,967人は、30年前の1980年・昭和55年と

ほぼ同数であり、これから30年かけて昭和55年の日本の

人口規模にゆるやかに戻っていくというように考え、そ

のためにどうすればよいかという発想が必要なのであ

って、人口減少そのものをいたずらに嘆く必要はないと

考えます。食料自給率からしても、人口規模はむしろゆ

るやかな減少を辿る方が理にかなっています。 

少子高齢化の傾向が現状のまま推移すれば、人口減少に歯止めが

かからず、人口構造がもたらす問題が懸念され、生産年齢人口が

減少し、経済が立ちゆかなくなる状況に陥ると予想されていま

す。このような課題を克服するためにも、人口ビジョンに掲げた

目標をめざす必要があるものと考えております。 
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17 7 Ｐ35 

全国的にも島本町においても、人口減がある程度避けら

れないことをまず受け入れることから始めるべきだと

思います。町や府、国が持つ情報から、人口比率や人口

数に関して現実的な目標値を設定し、目標値達成や人口

減から出てくる課題に行政・住民が一体となり取り組ん

でいくべきです。  

全国的に人口減少が進展する中で、本町におきましても今後、人

口減少の時代は確実に到来するものと考えております。 

このような課題を克服するため、本計画では、国の人口ビジョン

の考え方を踏まえながら、平成32（2020）年までに転出入の均衡

を図り、平成52（2040）年までに合計特殊出生率を2．07に回復

させることにより、平成72（2060）年には人口約2万5千人を維持

することをめざします。 

そのためにも、総合戦略に位置づけられた施策を、住民のみなさ

まと協働して取り組んでまいりたいと考えております。 

18 11 Ｐ35 

内容について 

人口ビジョン案について 

 

・P35 の人口の将来展望について、中期目標として合計

特殊出生率 2．07 を目指すとかいてありますが、そのた

めに島本町が行う具体的な政策はこの人口ビジョン案

から見えてきません。本当にそんな夢のような方法はあ

るのでしょうか。希望的観測に基づいて出生率を高めに

見積もってきたことはこれまでの日本の行政がおかし

てきた大きな過ちの一つです。将来の予測を楽観的に見

積もることで本来とるべき対策を怠ってきた結果が今

の日本の社会だと思うのです。島本町もその愚を繰り返

すつもりでしょうか。  

合計特殊出生率を人口置換水準である 2.07に引き上げることは

容易なことではなく、また、本町の取組だけで目標数値に到達す

ることは困難であると考えております。しかしながら、諸外国の

ように一旦出生率が低下しながらも、その後2．0前後まで回復し

ているという実例があり、必ずしも実現不可能なことではないと

考えます。成功事例の取組を参考にしつつ、国をはじめ住民や行

政などのそれぞれの主体ができることを、一つずつ着実に実行す

ることが重要であると考えます。 

この問題については、決して楽観視すべき問題ではありません。

目標数値である合計特殊出生率2．07を超えなければ、人口減少

が進み続けていくことは理論上の結果であり、問題を解決に導く

ため、現実的な視点に立ち、長期的に取り組んでいくことが重要

であると考えております。 
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島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

 全般 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

19 2 ― 

総合戦略の計画期間は平成 31 年までの 5 年間という比

較的近い将来の期間であるから個々の施策・事業は総花

的ではなく、もう少し重点施策にしかも具体策に絞った

（明確にした）戦略内容にして貰いたい。 

そして優先順位付けとある程度のスケジュール感が必

要だと思う。 

何れにしても交通至便で且つ自然環境に恵まれたベッ

ドタウンとしての本町の強みを最大限生かしたまちづ

くりを戦略の基本に据えるべきと考えます。 

総合戦略につきましては、「新しい人の流れをつくる」、「若い

世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える」、「時代に合った安

心な暮らしを守る」「安定した雇用とにぎわいを創出する」とい

う4つの基本目標に的を絞った施策を、戦略的に展開していく計

画として位置付けております。施策の中でも特に優先すべきもの

を「重点事業」として記載いたしております。 

また、本計画では、本町の強みであります恵まれた自然や、交通

の利便性などを基本目標1に定め、定住促進を推進してまいりま

す。 

今後、平成31年度までの期間内において、総合戦略にお示しいた

しました各施策について、毎年進捗管理を行いながら、計画的に

事業を推進してまいりたいと考えております。 

20 3 ― 

策定の考え方事態が総花的で、非常にあいまいな表現が

多く、イメージ戦略的な要素が非常に強いのではないか

とまず感じました。 

総合戦略につきましては、「新しい人の流れをつくる」、「若い

世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える」、「時代に合った安

心な暮らしを守る」「安定した雇用とにぎわいを創出する」とい

う4つの基本目標に的を絞った施策を、戦略的に展開していく計

画として位置付けております。施策の中でも特に優先すべきもの

を「重点事業」として記載いたしております。 

21 4 ― 

地下水を主とした美味しい水道水についての記述がな

いなど、島本町の総合戦略としてあり得ないと思いま

す。明記してください。 

「水」に関する表記につきましては、8ページの基本目標1及び16

ページの基本目標3に記載いたしております。 

今後も、本町の強みである水を生かした観光や定住促進を推進し

てまいります。 

22 6 ― 

まずは疑問から。上記の文章の素案は、行政がコンサル

に委託して書かれたもののようで、その痕跡が残ってい

る。そのままコピペ、島本町の手持ち資料を適当に貼り

付けたということなのか。例えば、6 ページ、（4）将来

の都市像の基本方針として、1、「ここにしかない「島本

らしさ」を感じ、その魅力を誇れるまち」とあるが、シ

コンサルティング事業者には、人口推計やデータ収集などにおけ

る支援業務を委託しておりますが、本計画の起草作業は行政で行

っております。 

ご指摘の「島本らしさ」や「住環境の質」につきましては、アン

ケート調査などの結果を踏まえ、8ページに記載しておりますと

おり、本町は大都市近郊に位置し、恵まれた自然や水、交通の利
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ートの「○○らしさ」に「島本」と入れただけ？ 何が

島本らしさなのか、その説明がどこにもない。戻って 3

ページ、基本的な考え方の中で、「住環境の質を高める

まちづくり」とある。大変結構な考え方だが、住環境の

質とはどういうことか、その定義が何もない。これでは

単なる言葉遊び。肝心の島本町自身が考えるべき部分が

希薄なため、全体が上滑りしたものになっている。  

便性などを強みとした住環境であると認識しており、本計画で

は、それらの本町の強みを生かした、諸施策を展開してまいりま

す。 

23 6  

次に私の提言である。今回の創生総合戦略は、いわゆる

「増田レポート」と深く関連している。それは「成長を

続ける 21 世紀のために」「ストップ少子化・地方元気戦

略」と題されたものだが、内容は「地元元気」というタ

イトルとは裏腹に、20 歳から 39 歳の女性が 2040 年に

半減すると予想する 896 市町村のうち、人口 1 万人以下

の 523 市町村を「消滅可能性が高い」として、リストを

公表。その結果、切り捨てられる当該の市町村には大き

なショックと混乱を与えた。こうした動きの一方で、

1990 年代から都市から農村に向かう「田園回帰」の動

きが各地で起きている。近年は「定年帰農」から「若者」

にシフトの重点が移ってきているようだ。勿論、意識的

な取り組みである。都道府県、市町村をはじめ、農協の

「定年帰農支援策」や総務省の「集落支援員」「地域お

こし協力隊」などの政策にも反映されている。例えば、

島根県の中山間地の集落の I ターン・Ｕターン、町村や

集落を上げた取り組み、その努力が近年広く紹介され

て、全国的に有名である。 

こうした全国状況の中で、島本町の立ち位置は、ラッキ

ーにも全国平均に近い場所にあり、恵まれた条件下にあ

る。今回の報告を読んでも、差し迫った危機感はどこに

も感じられない。しかし、島本町の中にも都市と過疎が

ある。住宅地域と、近郊農業地域、そして中山間部があ

り、それぞれに課題を抱えている。今回の報告書ではこ

うした地域ごとの踏み込んだ分析が全くないが、これこ

そ重要なポイントであろう。例えば、いま思いつくまま

に問題点を述べれば、1960～70 年代以降に建てられた

マンションの老朽化、住民の高齢化（特に「住宅公団な

どのニュータウン」）また、住宅地内にある空き家問題

（ゴミ屋敷を含む）、高齢化に伴う地域自治会機能の形

人口ビジョン及び総合戦略は、合計特殊出生率の数値の達成が最

終的な目標ではなく、合計特殊出生率の低下による人口減少がも

たらす様々な問題を解決することが目的であると考えておりま

す。 

本町は、大都市近郊に位置し、恵まれた自然や水、交通の利便性

などを強みに住宅都市として発展してまいりましたが、全国的に

人口減少が進展する中で、本町におきましても今後、人口減少は

確実に進展することから、課題解決に向け積極的な取組が必要で

あると考えております。 

ご指摘のとおり、中山間部の集落地においても、安全・安心に暮

らしていただくため、本計画の基本目標3にお示ししております、

大沢地区乗合タクシー配車サービス事業などの事業を実施する

など、今後も、山間部において、安全・安心で快適に暮らし続け

られるまちづくりに努めてまいります。 
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骸化、子どもの減少。保育士の不足など、どれも切実で

ある。出生率の数字の操作よりも、受け皿になる行政の

施策の豊かさ、その人権感覚の深さを競うべきである。

それが住民の幸せに直接つながるからである。 

島本町の中山間地には「限界集落がある」ことを忘れて

はならない。その状況は全国の過疎地とある意味共通す

る。一方、市街地から車で 20 分という特別に有利な条

件下にある。大沢集落の現在は、5 世帯ほどである。こ

こ 1 年間「原木シイタケ」の栽培、それにかかわる名人

（89 歳）が取り上げられて、注目を集めつつあるが、

このまま何もしなければ集落は消滅するだろう。全国の

限界集落のミニ版である。一度消滅すれば復帰はない。

過去から引き継いだ社会的に大きな価値が、永遠に失わ

れていくことになる。これは 5 世帯だけの問題ではな

く、島本町全体として考えるべきことではないのか。  

 

1 策定の考え方  ＜P1～2＞ 

【意見なし】 

 

2 総合戦略の基本的な考え方 ＜P3～7＞ 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

24 3 P3 

基本的な考え方で、検証していく必要があるのは、高度

成長以降の自治体としての取組の総括であり、そのこと

から導き出される地方自治行政を進めてきた過去 40 年

間の功罪、また、同一規模自治体における失敗や成功の

事例研究そして、今後の状況における、果たしていく役

割とできること、できないこと等、地方自治行政を進め

てきた専門家としての意見が具体的に入っているとこ

ろが非常に乏しいと感じるのはわたしの穿った見方で

しょうか。 

国における方針にも示されておりますが、これまで行政が実施し

てまいりました政策の点検・検証を実施し、その反省を踏まえ、

本計画の基本的な考え方として、「自立性」「将来性」「地域性」

「直接性」「結果重視」といった本町の政策5原則を掲げており

ます。 

これらの考え方のもとで、行政として計画の実効性を確保すべ

く、本計画に掲げる事業をＰ（計画）Ｄ（実施）Ｃ（評価）Ａ（改

善）のサイクルで点検・検証を行い、併せて附属機関であります

「まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」においても、ご意見

をいただきながら事業を推進してまいります。 

25 6 Ｐ3 
総合戦略の基本に、「住環境の質を高めるまちづくり」

とある。キーワードであるが、その内容説明がどこにも

「住環境の質」につきましては、アンケート調査などの結果を踏

まえ、8ページに記載しておりますとおり、本町は大都市近郊に
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ない。国連・社会権規約委員会は「適切な居住」の国際

的基準として占有の法的保障。設備の利用可能性。住居

費の家計適合性。居住性。アクセス可能性。立地条件。

文化の相当性などの要素を上げている。ここで詳しく説

明する余裕はないが、これらを満たすというのが、共通

認識である。8 ページには、住環境を支えるもの（外的

条件）として「水、恵まれた自然。交通の利便性」とあ

る。ならばこれを手掛かりに、さらに考えを深めて、政

策課題に置き換えることが必要である。そうすると、例

えば住宅の需要より供給が多く、ストック過剰である日

本の現実から、新たな開発は必要なのか、空き家と固定

資産税の優遇問題（土地利用）、自然との共生や農業の

維持など様々な社会的課題が出てくる。つまり、どこに

目を付けて、何を見ていくかである。深く考えて、適切

な疑問を持つ。ここが基本。現実を知る島本町の職員で

なければわからないことがあるはず。こうした知的な作

業を反復することで能力開発を図っていくしかないと

考える。コンサルは一時しのぎ。全国の町村に比べせっ

かくの好条件、これを活かしきれないとすれば、これほ

ど残念なことはない。職員には地方行政のプロ意識を持

って、頑張ってほしい。  

位置し、恵まれた自然や水、交通の利便性などを強みとした住環

境であると認識しており、本計画では、それらの島本の強みを生

かした、さまざまな事業を展開してまいります。 

また、今後の土地利用などの在り方につきましては、人口推計な

どを考慮し、適切に対応してまいります。 

一方で、人口減少社会における住環境への様々な影響について

は、本町においても非常に重要な課題であると認識しておりま

す。地域の特性を踏まえ、総合戦略に位置づけております施策を

はじめ、諸課題の解決に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

26 3 P4 

住民意向のところで出てくるのも平成 27 年のたった 1

回のアンケートだけであり、アンケートの母集団、回

収率、設問設定の仕方等のデータが示されない中での

住民意向というのは客観性に関してもいささかの疑問

を持たざるをえません。人口減社会の中で、行政とし

て住民意向に沿えるかたちで行っていく姿を吸い上

げ、また、町として住民との複数回にわたる住民説明

会と話し合いを通して、住民意向を吸い上げた上での

総合戦略に住民意向を掲載していくのが基本なのでは

ないかと思います。今後、そうした姿勢の見える島本

ビジョンを練り上げて欲しいと思います。 

本計画策定に係るアンケート調査につきましては、大きく分けて

4種類実施いたしました。1つ目が町内在住者1,000人を対象にし

たもので、2つ目が、転出入者それぞれ500人を対象にしたもの、

3つ目と4つ目は、インターネットを活用して、関西圏の他市町村

にお住まいの方を対象に、本町の都市イメージ・観光の調査を行

い、住民のみなさまなどから幅広くご意見をいただき、町ホーム

ページでもその結果を公表させていただいております。 

なお、現時点では住民説明会の開催予定はありませんが、本町の

基本的な施策に関する方針を策定するものであることから、今

後、広報しまもとをはじめ様々な手法を活用し、住民のみなさま

に本計画に関心を持っていただき、その理念や内容に対する理解

を深めていただけるよう、わかりやすく丁寧な情報提供に努めて

まいります。 

27 4 P6 

将来の都市像にある、ここにしかない「島本らしさ」と

はなにか、抽象的すぎてわからない表現です。また「直

面する厳しい状況」とはなにか、前段に記載されていな

「島本らしさ」につきましては、アンケート調査などの結果を踏

まえ、8ページに記載しておりますとおり、本町は大都市近郊に

位置し、恵まれた自然や水、交通の利便性などを強みとした住環
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いので理解不能です。 境であると認識しており、また、重要なことは、本町の規模や地

域性などの特色に応じて、身の丈に応じた取組を進めていくこと

であると考えており、本計画では、それらの島本の強みを生かし

た、さまざまな事業を展開してまいります。 

また、直面する厳しい状況につきましては、人口減少社会がもた

らす様々な影響であり、具体的な主な影響を人口ビジョンの31ペ

ージから33ページにかけて記載しております。 

 

3 総合戦略の施策   ＜Ｐ8～18＞ 
連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

28 4 P8 

総合戦略の施策について、具体的施策の抜本的な見直

しを求めます。「静かな居住環境」「公共交通が便利」

という強みを活かし、「子育てしやすいまち」「防犯な

ど安全なまち」「うるおいのある環境」を強みにしてい

くものにはなっていません。つまり目標と具体的施策

に関連性がありません。 

総合戦略につきましては、「新しい人の流れをつくる」、「若い

世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える」、「時代に合った安

心な暮らしを守る」「安定した雇用とにぎわいを創出する」とい

う4つの基本目標に的を絞った施策を、戦略的に展開していく計

画として位置付けており、それぞれの目標を達成するための施策

を記載しております。 

なお、本計画におきましては、目標達成のために、直接的に作用

する事業だけでなく、実施により目標達成が期待できる事業につ

いても記載しております。 

29 7 Ｐ8 

4つの各目標に対し、ＫＰＩを設けて進行管理をするこ

とは大切だと思いますが、挙げられている事業が目標

達成のために効果的なのか、設けられた目標値が島本

町の現状に対して適切なのか疑問に思います。住民ア

ンケートの結果を挙げられていますが、これをもって

住民意見の反映とするには、適切でありません。数も

十分でなく、年代など偏りがあると思われます。  

ＫＰＩ（重要業績指標）については、総合戦略に位置づけた事業

の進捗管理を行うため、数値化できる目標について記載を行って

おります。策定後においても「島本町まち・ひと・しごと創生総

合戦略審議会」でＫＰＩの検証を行うことを予定しており、策定

後、必要に応じてＫＰＩの見直し等についても実施していくこと

といたします。 

また、本計画策定に係るアンケート調査につきましては、大きく

分けて4種類実施いたしました。1つ目が町内在住者1,000人を対

象にしたもので、2つ目が、転出入者それぞれ500人を対象にした

もの、3つ目と4つ目は、インターネットを活用して、関西圏の他

市町村にお住まいの方を対象に、本町の都市イメージ・観光の調

査を行い、住民のみなさまなどから幅広くご意見をいただき、調

査後は、対象者の年代の傾向等も踏まえ、クロス集計を行ってお

りますが、本調査結果につきましては、計画書等作成において、

十分参考とさせていただくことができる内容であるものと考え
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ております。 
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基本目標 1 新しい人の流れをつくる ＜Ｐ8～10＞ 

連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

30 7 Ｐ8 

次に「島本町ひと・まち・しごと創生総合戦略（案）」

に関して。 

基本目標 1「新しい人の流れ作る」で書かれているよう

に、島本がこのまちにしかない「島本らしさ」をＰＲで

きないと埋没してしまいます。交通の利便性も挙げられ

ていますが、北摂であれば、高槻を始めとした他地域で

も同様の条件であり、島本は自然の豊かさを強みとすべ

きです。ここ数年は高層マンションなどの開発が転入増

に繋がっているようですが、人口減に伴い宅地需要も減

少することから、今後は開発よりも田畑、山川のある風

景の保全を優先すべきです。  

自然の豊かさを生かしたまちづくりについては、「島本町総合計

画」や「島本町都市計画マスタープラン」においても記載されて

いるものであり、本町といたしましてもまちづくりに際しては、

自然環境と調和したまちづくりを行う必要があるものと考えて

おります。 

31 7 P8 

また、定住人口や交流人口に関する記述もありますが、

それらを増やすには、その仕組みが必要であり、ゲスト

ハウスが一つの有効な手段になると考えます。ゲストハ

ウスとは、相部屋、シャワー・トイレは共用といった最

低限のサービスで、低料金で泊まれる宿泊施設です。若

者の利用が増えてきている宿泊施設で、海外旅行客の利

用が多いのも特徴です。ゲストハウスを通し、短期間で

も島本に住む体験をしてもらう、島本の人と交流しても

らうことが交流人口、定住人口の増加にも繋がると考え

ます。しかし、ゲストハウスを開業するには法律や条例

のハードルが高いのが現状です。町内にもゲストハウス

開業に関心を持つ事業者があり、条例の緩和、事業への

補助など、行政の後押しが必要です。  

大阪府は、平成 27 年 12 月に、国家戦略特別区域外国人滞在施設

経営事業の指定を受けました。本特区制度については、海外から

の旅行者の急増等により宿泊施設が不足する中、観光・ビジネス

など多様な滞在ニーズに応え、安心・快適な滞在環境を提供する

ことを目的としており、本町もその区域内となっております。 

なお、本制度は外国人を主なターゲットとしていることから、定

住人口の増加にはつながりにくいものと考えられますが、観光客

の滞在による経済効果などが期待できるものと考えております。 

32 10 Ｐ8 

島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）を拝見し

ました（先に、人口ビジョン（案）への意見を送付しま

したが、今回こちらへの意見を別に送付させていただき

ます）。 

4 つの基本目標のうち、1 についての私の意見を述べま

す。1 では、”ここにしかない「島本」らしさ”に基づ

き、町外からの訪問者および定住者を増やすための方策

が書かれているものだと思います。ここで、「島本」ら

しさがどのようなものかを明らかにするために、本案で

本計画策定に係るアンケート調査につきましては、大きく分けて

4種類実施いたしました。1つ目が町内在住者1,000人を対象にし

たもので、2つ目が、転出入者それぞれ500人を対象にしたもの、

3つ目と4つ目は、インターネットを活用して、関西圏の他市町村

にお住まいの方を対象に、本町の都市イメージ・観光の調査を行

い、住民のみなさまなどから幅広くご意見をいただき、町ホーム

ページでもその結果を公表させていただいております。 

現在町内にお住いの方々のご意見だけでなく、近隣を含む他の自

治体へ転入・転出された方々のご意見から、他市町村と比較した
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

はアンケート調査の結果を利用しています。 

しかし、町外から人を呼び込むときに有効な「島本」ら

しさ、とは、近隣の高槻や大山崎、長岡京といった市町

と比べたときに初めて現れてくるものです。「島本」と

同じものが近隣市町にあれば、周辺から人が島本に入っ

てくるとは思えません。ここで考えなければならないの

は、島本が周辺地域と差別化できるところは何か？と言

う観点です。こう考えると、本案で利用されているアン

ケート結果が、島本を対象にしたものだけであることは

問題だと思われます。同様なアンケートを高槻市や大山

崎町に対しても行い（もしくはそれら自治体が行ってい

るものを使わせてもらうのでも良いと思います）、その

結果と島本対象のものとを比較して初めて差別化がで

きると思います。町のにぎわいを考えるには、町外の人

を呼び込む事が重要であると言う点、完全に同意できま

す。ですからこそ、分析はきちんと効果的なものにされ

る事を望みます。 

本町の特徴なども一定把握することができました。これらのアン

ケート結果の分析を踏まえ、計画を策定しております。 

33 11 Ｐ8 

島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

・p8?10 基本目標 1 について 

「基本方向」として「水」、「恵まれた自然」、「交通の利

便性」が強みである、とありますが、実際には高槻や長

岡京と比べると島本の交通は不便です。そして「恵まれ

た自然」がある場所は府内の他地域にも多くあります。

この部分が真に意味するのは、島本は交通がさほど不便

でないわりには「自然がある」ということだと思います。

そして、その二つを兼ね備えた島本らしさの象徴は島本

駅西側の景観です。「ここにしかない島本らしさを感

じ、その魅力を誇れる」あの景観こそが島本の定住環境

のよさを支えるシンボルであり、ひいては町外から人を

呼び込む最大の武器になるはずです。本町が有する地域

資源である駅西側の景観を使わない手はないのではな

いでしょうか。そのような観点がこの案から全く抜け落

ちていることに驚きを感じます。島本駅西側の景観につ

いては役場の方針としてその重要性を認識し、利用する

ことが必須だと思われます。  

自然の豊かさを生かしたまちづくりについては、「島本町総合計

画」や「島本町都市計画マスタープラン」においても記載されて

いるものであり、本町といたしましてもまちづくりに際しては、

自然環境と調和したまちづくりを行う必要があるものと考えて

おります。 

同時に都市の無秩序な拡大（スプロール現象）を防ぐため、景観

等に配慮し、整然としたまちづくりを進める必要があるものと考

えております。 

なお、ＪＲ島本駅西地区については、「島本町都市計画マスター

プラン」において「緑と調和した環境形成地区」に指定しており、

当地区は主に民有地であり、地元地権者において組合施行による

まちづくりを実施されているところです。 
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

34 2 P9 

1．新しい流れをつくる 

定住・観光プロモーションの推進、魅力的な観光拠点づ

くりについて 

①町の PR をするには先ずホームページの刷新が必要

（プロに相談・作成して貰う） 

本町のホームページは、利用や更新のしやすさなどを考慮して、

現状の形で運用しておりますが、より魅力的なホームページとす

るために、専門業者への相談や、他市町村の事例を参考にするな

ど、更なる検討を行ってまいります。 

35 2 P9 
②JR 島本駅前か歴史資料館の敷地を活用してカフェか

レストランの誘致を行うこと 

歴史文化資料館をはじめ、ＪＲ島本駅前の活性化につきまして

は、本町のにぎわいづくりとしても重要であると認識しており、

参考意見として賜わります。 

36 2 P9 
④淀川の渡し船や遊覧船の構想はどうなったのか？近

隣市町との連携で早期に実現すべき 

淀川舟運の活性化につきましては、大阪府及び京都府の淀川沿線

の9市1町で構成する淀川舟運整備推進協議会や淀川三川合流域

地域づくり推進協議会において、淀川地域のにぎわいの創出に向

け、さまざまな取組を実施・検討しております。 

なお、平成24年11月には、国土交通省淀川河川事務所と本町にお

いて、淀川の「渡し船」を復活させる取組として、実証実験を実

施いたしましたが、現時点においては課題も多く、町による継続

的な事業実施には至っておりません。 

今後も、関係機関と連携を図りながら、淀川地域のにぎわいの創

出に向けた検討を行ってまいりたいと考えております。 

37 3 P9 

定住・観光プロモーションに関しては、別扱いで見てい

くべきではないかと思います。定住に関しては、大阪・

京都の中間点としての都市近郊市町として、近隣市町と

島本の“差異”とその魅力をどこまで浸透させていくか

というのが大事な点ではないかと思います。近隣の高槻

市や茨木市と違い、また、同じ町としては岬町や能勢町

と違うのは、島本がまさに、コンパクトシティを地でい

っているところではないかと思います。人間の生きる上

での基本的な活動範囲を4キロ四方といっていた方もお

られますが。尺代、大沢は入りませんが、それ以外は、

1時間の徒歩圏内で多くのことが処理できます。この気

軽さ、便利さは、大阪府下他都市では体験できないとこ

ろではないかと思います。 

平成27年度末に、定住・観光プロモーションのあり方を踏まえた

「島本町定住促進・観光振興計画」を策定いたします。 

本計画における定住施策と観光施策は、魅力の発信という観点か

ら共通する要素が多く、両者が一体となることにより事業の相乗

効果を得られるよう考えております。 

なお、本町の住環境の特徴といたしましては、ご指摘のようなも

のがあると認識しておりますことから、これらの強みを生かした

まちづくりを進めていく必要があるものと考えております。 

38 3 P9 

観光プロモーションに関しては、ＫＰＩで、大阪ミュ

ージアム構想の中での新聞掲載件数などが上げられて

いますが、島本は、京・大阪の中間地点、過去から未

来永劫に渡ってその位置を占めているので、西山エリ

現在、定住・観光プロモーションの一環として、観光ルートを記

載した冊子の作成を予定しております。 

なお、大山崎町との連携につきましては、既にまちあるき企画等

を共催しており、今後も連携を密にし、観光振興に取り組んでま
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アの各市との連携も深める中での西国街道と淀川左岸

（南岸）・京街道との連携を図った観光ルートづくり

がまず、肝要ではないかと思います。この東西の観光

軸と併せて南北の自然散策・満喫ルートの整備も重要

ではないかと思います。大阪府下、最寄りの駅から徒

歩 1 時間圏内で山行の魅力を味わえるところは他にあ

りません。 

泉州地域は、東側に和泉・葛城山系がありますが、山行

に行けるまでに1時間ほどかかります。他に山深いとこ

ろはありますが、車がないと移動が困難なところが多い

です。近隣市町では、こうした魅力を持っているのは隣

の大山崎町と島本だけではないかと思います。観光にお

いては大山崎町との連携が欠かせないのは、こんな共通

点をもっているところにもあるのではないかと思いま

す。観光南北ルートでは、やまぶき渓谷の起点・尺代や

釈迦岳・ポンポン山や大原野方面への中継点・大沢とい

う集落の重要性がありますし、島本キャンプ場の有効活

用もこうした観光ルート作成の中で活きてくるのでは

ないかと感じます。 

いります。 

39 4 P9 

サントリー山崎蒸溜所への来訪者とインバウンド観光

を活かす視点を欠いています。町域内でにぎわい創造の

潜在能力の高い地域は山崎地区。景観形成（街並み、案

内板、水のせせらぎの演出など）、歩行者・自転車の視

点からの交通施策（道路等整備）が不可欠な事業であり、

東京オリンピック開催年までがひとつの勝負期と考え

ます。また、大山崎町との歴史文化的広域連携が非常に

重要です。大山崎町の豊富な観光資源（国宝待庵・聴竹

居・大山崎山荘美術館など）と広域的に連携し、国際都

市京都の周辺地域として位置づけ、魅力を発信すること

が可能です。歴史の宝庫・大山崎町と連携できるのが山

崎地区の強みであり、観光、インバウンドには欠かせな

い視点と考えます。 

本町で知名度の高い観光地はサントリー山崎蒸溜所となってお

りますが、当該施設で観光行動が成立しており、現時点で、周辺

への波及効果は高くないものと認識しております。 

また、インバウンドの効果を得るためには、飲食、宿泊施設や景

観形成が必要となり、費用面や近隣住民のみなさまとの合意形成

など、実現に向けては、多くの課題があるものと考えております。 

現在、定住・観光プロモーションのあり方を踏まえた「島本町定

住促進・観光振興計画」の策定を進めており、観光などを含めた

今後の在り方については、当該計画において検討してまいりたい

と考えております。 

なお、大山崎町との連携につきましては、既にまちあるき企画等

を共催しており、今後も連携を密にし、観光振興に取り組んでま

いります。 

40 4 P9 

定住・観光プロモーションの推進には、個人事業者や商

店街の活性化と生き残りを全力で支援するにぎわい創

出を求めます。  

定住・観光施策の推進にあたっては、商工会をはじめ民間事業者

等との連携が必要と考えており、行政としても各団体への支援を

行っております。 
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なお、本計画の基本目標4においても、商工振興について記載し

ております。 

41 4 P9 

魅力的な観光拠点づくりとして、大阪ミュージアム構想

に登録したことで、どれだけの効果があったのか検証で

きているでしょうか。観光に値する価値があるかどうか

が疑わしい登録物も少なくありません。むしろ、町の指

定文化財の存在と価値を地域住民に知らせ、住む町に誇

りと愛着をもってもらう努力が島本行政に必要です  

大阪ミュージアム構想登録物につきましては、本町の知名度向上

に一定寄与しているものと考えております。 

また、本町では、これまで、第 1 号から第 6 号まで町指定文化財

を指定しており、とりわけ水無瀬駒につきましては、将棋教室、

中将棋教室、将棋大会など、各種事業を展開しております。また、

歴史文化資料館において実物展示を行うなど、住民のみなさまの

郷土理解と文化的向上に努めてまいりました。今後も、町指定文

化財の存在と価値を広く住民のみなさまに周知できるよう努め

てまいります。 

42 4 P9 

水無瀬離宮遺跡の価値を知り伝える視点を欠いていま

す。町域内における複数の水無瀬離宮関連遺跡の発見が

歴史・考古学・文学など各分野において注目されるなか、

文化的・歴史的に後鳥羽上皇・水無瀬神宮を顕彰し、都

市ブランド戦略にも活かしていく必要があります。質の

高い学びの機会を提供し、小さくても確実なにぎわいを

創造、水無瀬神宮にちなんで「離宮の水」で美味しい湯

豆腐がいただけるお店を立地するなど、民間の活力を活

かす手立ても考えていただきたい。いずれにしても、歴

史文化資料館、史跡桜井駅跡の来訪者数増だけを戦略と

するのは、あまりにも不自然で残念です。 

水無瀬離宮関連遺跡につきましても、今後の本町の観光資源の1

つになり得ると認識しております。今回のＫＰＩでは、来場者数

を確認できる歴史文化資料館等の来場者数としておりますが、都

市ブランド戦略においては、施設の来訪者数を増加させるだけで

はなく、民間活力の推進がより重要になってくるものと考えてお

ります。 

43 8 P9 

先ほど、（案）を拝見。コメントの締めきりが本日中な

ので、「総合戦略（案）について簡単に意見を書きます。 

・基本目標 1  今までも住民委員会などの場で駅前に

観光パンフの設置（配布）をお願いしていたが、全く行

われたことがない。他市ではどこも設置している。必要

であれば素案ぐらい作ります。（ハイキング、史跡など

のコース）。がんばって動いてください。  

現在、定住・観光プロモーション業務の中で冊子の作成を予定し

ており、当該冊子の鉄道駅への配架ついて検討してまいります。 

44 11 Ｐ9 

p9 魅力的な観光拠点づくりについて 

魅力的な観光拠点という意味では歴史資料館の来場者

数を増やすより、島本駅西側の景観を保つことのほうが

優先ではないでしょうか。  

当該地区のまちづくりにおいては、現在組合施行の土地区画整理

事業を実施されているところであり、景観等に配慮したまちづく

りを実施していただくため、行政としても支援を行ってまいりた

いと考えております。 

45 2 P10 
③空き家対策としての若者や新婚夫婦の移住促進（家賃

補助、転入補助金の創設など） 

空き家対策については、今年度外観調査を実施したところであ

り、今後も継続調査を実施する必要があるものと考えておりま
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す。 

ご指摘の家賃補助や転入補助金等について、他市町での実績等は

認識いたしておりますが、事業効果について、慎重に検証する必

要があり、現時点では、本町において実施予定はありません。 

46 3 P10 

英語の実力を見るのに高等教育機関では最近ＴＯＥＩ

Ｃが指標としてよく利用されています。中学卒業時に英

検3級合格相当以上の英語力をというよりも、外国人（ネ

イティブ）と違和感なく、共に考え、話し、行動できる

ような子供達の成長を町全体として見守れるような町

づくりが問われているのではないかと思うのですが、い

かがなものでしょうか。 

英語力の指標については、平成25年6月に閣議決定された「第2期

教育振興基本計画」に、中学校卒業段階の英語力の目標として「英

検3級程度以上を達成した中学生の割合50％以上」との示しがあ

り、本町においても国の目標を参考にこれを上回る成果指標とし

て、引用しています。これは、グローバル社会へ対応していくた

めの基礎となる英語力を計るひとつの指標としているもので、島

本町英語教育推進事業においては、子どもたちの英語力の向上と

ともに、広く世界に目を向けた国際理解教育を推進し、国際人と

しての資質を育成することを目標としています。 

47 3 P10 

人をひきるける街づくりの上で、子育て、教育環境の

整備は非常に大事なところですが、特殊出生率の目標

値ばかりが一人歩きし、産前産後、就学前の子育て支

援、初等・中等教育における学童、教育環境支援など

の具体的課題をもっと、もっと重視したきめ細かい取

組をＫＰＩ等に明記すべきで、そうした実績が積まれ

れば、特殊出生率というのはついてくるということで、

それ自体を目標化することは間違っているのではない

かと思います。近年、人権思想の中で、子供を産むこ

とのできる女性は、自己の意思で子供を作る、つくら

ないという判断をできるというのが基本ですので、行

政側が埋めよ増やせよというのは、大きな過ちをつく

ってしまいかねないという危惧を感じてしまいます。

杞憂であればよいのですが・・・。 

それより、外国人や、日本に帰化する人々を多いに受

け入れ、多文化共生社会としての島本をつくりだして

いくことで、開かれた地域社会をつくり、子供達にも

日本の文化と、地域共生した人々の文化を比較できる

教育環境を提供し、世界に羽ばたく子供達を豊かに育

んでいく教育を提供していくことが求められているの

ではないかと思います。 

人口ビジョン及び総合戦略は、合計特殊出生率の数値の達成が最

終的な目標ではなく、合計特殊出生率の低下による人口減少がも

たらす様々な問題を解決することが目的であると考えておりま

す。 

島本町英語教育推進事業においては、子どもたちの英語力の向上

とともに、広く世界に目を向けた国際理解教育を推進し、国際人

としての資質を育成することを目標としています。 
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48 4 P10 

人を惹きつける定住環境づくりのための「優れた教育環

境」とはどのようなものなのか、読んで具体的にわかる

記述を求めます。  

ご指摘の「優れた教育環境」という記述につきましては、素案作

成当初は記載しておりましたが、その後、修正を行ったため、パ

ブリックコメント資料の「島本町まち・ひと・しごと創生総合戦

略（案）」では、記載しておりません。なお、基本目標1におい

て、人を惹きつける定住環境づくりとして、教育の充実などによ

り、付加価値をもった特徴的なまちの魅力づくりを行うこととし

ております。 

49 4 P10 

好な景観形成の推進については、景観条例制定によって

「島本らしさ」の定義を明確にしておく必要がありま

す。「うるおいのある環境」「静かな居住環境」には、景

観条例の制定と景観計画の策定による景観形成が効果

的です。景観条例制定と景観計画策定を具体的施策と

し、スケジュールを定めて重要業績評価指数の対象とす

るよう提言します。 

「島本町総合計画」においても、景観形成については明記されて

おり、基本方針として「景観行政団体をめざし、住民や事業者と

ともに、本町の特性を生かした魅力ある景観の形成を図ります。」

と示しております。今後は施策の推進に向け、研究検討を重ねて

まいりたいと考えております。 

50 6 Ｐ10 

総合戦略の施策では、目標と具体的施作の関連性がチグ

ハグである。例えば、10 ページ。2、人を引き付ける定

住環境づくりとして、島本エコライフ支援補助金、しま

もと環境未来ネットが主催する講座や行事の参加人員

を 0 人から 15000 人（目標）とある。項目的には、これ

も大変結構なことであるが、「何のためにどうする」と

いう基本の考えがない。例えば、私が考えるに、「豊か

な生活環境とは自然との共生関係を作るなかで自覚さ

れるべきだ」とか、「使い捨ての時代を考える」、「地産

地消を目標にする」、「再生エネルギーの比重をできる

だけ増やす」など、政策や目標の中身がなければ、何の

ための 15000 人なのか、それが何にとってどういう意味

や効果があるのか、さっぱり要領を得ない。 

ちなみに、なぜ英検 3 級がここに出てくるのか、これも

思い付き以上ではないだろう。 

当該事業のＫＰＩにつきましては、平成26年度に策定した「島本

町環境基本計画」内で掲げる目標指標に基づき設定しておりま

す。 

環境基本計画では、地域での環境学習を推進することにより、住

民全体で環境を意識した行動を実践できるまちを目指すための

目標指標として掲げています。 

総合戦略では、住民全体による様々な環境保全活動に、多くの住

民が参画することで、本町の定住環境の良さを支える恵まれた自

然と、そこに住む住民の環境意識の高さなどを広く発信すること

で、「訪れたい、住みたい」と思ってもらえるような魅力的なま

ちを目指していきたいと考えております。 

英語教育推進事業につきましては、基本目標1において、人を惹

きつける定住環境づくりとして位置付けており、教育の充実など

により、付加価値をもった特徴的な住環境を創造することとして

おります。 

なお、当該事業のＫＰＩにつきましては、平成25年6月に、学習

指導要領に示す目標の具現化として閣議決定された「第2期教育

振興基本計画」に、中学校卒業段階の英語力の目標として「英検

3級程度以上を達成した中学生の割合50％以上」との示しがあり、

本町においても国の目標を参考に、それを上回る成果指標として

掲げております。 
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51 10 Ｐ10 

そのうえで、具体的な項目について見ますと、英語教育

について挙げられている事に違和感を覚えます。こども

への教育の観点から見ますと、近年一部で見られる英語

教育熱の高まりは必ずしも手放しで歓迎できるもので

はありません。英語に時間をとられる事で、国語力やそ

の他の科目の学力が損なわれる可能性については指摘

が多いところで、英語教育にどの程度労力をかけるべき

かについて、まだ十分コンセンサスが得られている状態

ではありません。このような状態で、英語教育を突出さ

せる事には慎重であるべきです。こどもは、行政・政治

の実験台ではありません。中学生の子を持つ親として、

その点は強調しておきたいと思います。 

このようなことから、1 については、再度その内容につ

いて検討される事を望みます。 

英語教育推進事業につきましては、基本目標1において、人を惹

きつける定住環境づくりとして位置付けており、教育の充実など

により、付加価値をもった特徴的な住環境を創造することとして

おります。 

現在、国において、平成32年から、小学校での英語教育の拡充強

化、中学校での英語教育の高度化など、小中学校を通じた英語教

育全体の抜本的充実を検討しています。また、「急速なグローバ

ル化」という社会情勢を鑑みても、英語教育の充実は重要である

と考えております。 

英語教育の充実を図ることにより、国語力や他の教科・領域の学

力が損なわれるのではないかとのご指摘でありますが、本町とい

たしましては、英語教育を充実させることで培われる国語力（母

語に対する気づき）やコミュニケーション力、異文化理解等、派

生して育成される力があるものと認識しております。 

52 11 Ｐ10 

p10 人を惹きつける定住環境づくりについて 

教育が大事であるということはよくわかりますが、英語

教育の推進というのはあまりにもささいなことである

ように思います。現代社会では、小学生に関していえば、

子育て世代が困っているのは、子どもの遊び場所がない

ことです。そういう意味ではすべての小学校の校庭解放

をすることのほうがよほど魅力的です。中学生の学力に

関しては島本町はすでに府内トップレベルにあるので

すから、これまでのやり方を守ることが大切であって、

英語教育をことさらに取り上げる必要はないと思いま

す。 

英語教育推進事業につきましては、基本目標1において、人を惹

きつける定住環境づくりとして位置付けており、教育の充実など

により、付加価値をもった特徴的な住環境を創造することとして

おります。これまでの島本町の実績と、国の動向も勘案した事業

として、島本町の教育推進の柱として展開してまいります。 

また、子どもの居場所づくりの観点では、放課後の校庭開放も課

題と認識しており、すでに放課後子ども教室の開催などの事業を

実施しているところです。 
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基本目標 2 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える ＜Ｐ11～13＞ 

連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

53 2 P11 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える 

①待機児童数をゼロにするなら保育士の待遇改善と人

員増強しかない。数値目標を明確にするべき。 

昨今の保育ニーズの高まりにより、保育施設につきましては、全

国的に整備が進められており、本町にも昨年3月に民間保育園が

開園いたし、また、今後小規模保育所などを整備していきたいと

考えております。 

しかしながら、全国的に保育を担う保育士が不足している状況と

なっております。 

ご意見にありますとおり、保育士の待遇改善は課題の一つであ

り、平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度の開始ととも

に、処遇改善加算についても見直しがなされ、教育・保育の提供

に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い教育・保育

を安定的に供給していくために、「長く働くことができる」職場

を構築する必要があり、その構築のため、職員の平均勤続年数・

経験年数や、賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の

加算が行われております。 

また、国や大阪府におきましても、保育士確保に係る様々な施策

を行っており、本町におきましても、国や大阪府の施策を活用し

た保育士確保策を検討するとともに、先進自治体の事例等を参考

に対策を検討してまいりたいと考えております。 

54 4 P11 

人口の年齢分布が逆ピラミッドになると既存の制度が

成り立たなくなることは事実であり、若者、子ども、子

育てに係る施策の充実を最重要課題とすることに異論

はありません。しかしながら、11ページの数値目標にあ

る、人口を維持することから逆算した合計特殊出生率に

は女性として非常に違和感があります。また、就学前児

童の母親が就労している割合を数値目標にするなど極

めてナンセンス、必要がないと考え、後者は削除を求め

ます。 

結婚や出産はあくまでも個人の自由な決定に基づくものである

という考え方のもと、若い世代において、結婚・出産・子育ての

希望を実現できる環境を整えることで、合計特殊出生率の向上を

図ってまいりたいと考えております。 

また、ご指摘の「就学前児童の母親が就労している割合に関する

数値目標」につきましては、素案作成当初は記載しておりました

が、その後修正を行ったため、パブリックコメント資料の「島本

町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」では、記載しており

ません。 

55 9 Ｐ11 

まち・ひと・しごと創生総合戦略案について 

○ここ数年の傾向で危惧されるのは、島本町では保育所

の待機児童激増と保育所過密化が同時進行し、隣接する

高槻市は待機児童 0、のように、島本町の逆の傾向をた

どっていることは明白です。女性の就業率アップと出生

本町においては、昨年3月1日に町内4園目の認可保育園が開園し、

前年度と比較いたしますと町全体の保育所入所児童数は約 70名

増加しておりますが、一方で保育ニーズの高まりにより、待機児

童は50名を超えている状況です。今後は小規模保育所の開園等に

より、保育の受け皿の拡充を図っていきたいと考えております。 
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

率を上げ 2 人以上の子どもをもちたい、のは国の人口維

持のためではなく、若年層の希望や男女共同参画の要で

ある。「待機児童 0＝預けられること」だけではなく、

過密化解消、少人数保育や教育など、子どもが安心して

過ごせる保育教育環境と、現場を担う人材育成に重きを

置く必要があります。 

町内には保育士養成専門学校、および、府立島本高校に

は「保育コース」がありピアノの指導も受けられるとの

ことで経済的に苦しい家庭のお子さんも、保育士をめざ

す道のりへ大きな支援となっていると思います。さらに

町内保育所は保育士配置基準も、国よりも手厚く設定さ

れているので、まさに、島本町で学び資格をとり、保育

士として安心して長く働き続けられる、障がい児保育な

どの経験の蓄積など、高い専門性も備わっている、とい

うことを特徴に施策として進めてはどうかと思います。

 

人材育成としては、保育士の資質の向上のため、研修の充実を図って

まいります。また、町の保育士の配置基準及び障害児保育について

は、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育の質の確保のため、総

合的かつ計画的に推進してまいります。 

 

56 4 P12 

安心して妊娠・出産できる環境づくりのため、ワークラ

イフバランスという表現を入れていただきたい。また、

未受診妊婦数の数につき、現況0件、目標0件と記載する

のではなく、なにか他の目標を掲げるべきでしょう  

ワークライフバランスの表現につきましては、基本目標2の12ペ

ージにおいて、記載しております。 

また、未受診妊婦数のＫＰＩにつきましては、今後も継続して未

受診の妊婦の方を出さないよう、目標を掲げたものであり、今後

も安全・安心してご出産いただけるよう努めてまいります。 

57 4 P12 

子育て世代包括支援センターの整備を最優先事業に掲

げ、数値目標として実現年度を明記することを提言しま

す 

子育て世代包括支援センターの整備につきましては、本町といた

しましても重要な施策であると認識しており、他市町村の動向を

注視しつつ、町に見合った形で実現できるよう取り組んでまいり

たいと考えております。 

58 4 P12 

保育環境の充実に新規施策・事業として記載されている

もの（◎）はすべて最重要課題です。きめ細やかな子育

て支援の島本町として最優先すべきものに位置づけて

いただきたい。 

子育て支援策につきましては、本計画における基本目標の柱の1

つとして位置づけを行うなど、最も重要な政策的課題として認識

しております。それらの事業の中で、特に優先すべきものについ

て、位置づけを行ったものです。子ども・子育て支援事業計画に

基づき、保育の質の確保のため、総合的かつ計画的に推進してま

いります。 

59 2 P13 
②学童保育室の増強。これも教室数、保育士の数をどれ

だけ増やすか数値目標を掲げるべき。 

各学童保育室については、平成28年度に1室ずつ増室し、また、

第四学童保育室の新棟建設を予定しており、学童保育室の増強を

進めているところです。 

今後も子ども・子育て支援事業計画に基づき、総合的かつ計画的
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

に推進してまいります。 

なお、指導員数については、1つの支援単位あたり2人配置として

いるため、支援単位数によって指導員数は決定し、加配対応指導

員数は加配が必要な児童の入室状況により年度ごとに決定する

必要があります。 

60 4 P13 

子育ての不安や負担の軽減をするため、発達障害に関す

る記述を求めます。保護者、保育士を含めて、幼少期か

ら周囲の理解が得られることが、本人の生きづらさの軽

減に大きく影響するといわれています。よき部分を伸ば

せば、障がいを強みに変えることもできるでしょう。子

育て世代包括支援センターの整備とあわせて検討すべ

き課題と考えます。  

子育ての不安・負担軽減のために、発達障害をはじめとした様々

な障害・疾病・特性に配慮した環境の整備は、重要な視点と考え

ております。総合戦略に位置づけている各事業につきましては、

総合的な子育て支援策として記載させていただいており、これら

の視点を踏まえた、島本町障害福祉計画・島本町障害者計画等と

の整合を図りつつ、庁内関係各課が連携し、計画的に推進してま

いります。 

 



28 

 

基本目標 3 時代に合った安心な暮らしを守る  ＜Ｐ14～16＞ 

連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

61 2 P14 

時代に合った安心な暮らしを守る 

①アンケートにもある買い物不便（特に車を利用しない

高齢者向け）を解消する策として何らかの支援を考える

必要あり（高齢者支援ボランティア活動の充実など） 

基本目標3では、人口減少や少子・高齢社会の進展など、社会情

勢が急速に変化する中で、住民同士の支えあいや、限られた財政

状況を踏まえた対応が重要であると認識しております。 

高齢者支援につきましては、地域包括ケアシステム構築に向け、

平成28年度から生活支援コーディネーターを配置するとともに、

関係団体等で構成する協議体を設置し、ボランティア活動を含め

た、高齢者の生活を地域で支援する体制づくりを進めてまいりま

す。 

62 4 P14 
時代に合った安心な暮らしを守るという表現は、国語的

に無理があります。 

ご指摘の表現につきましては、より分かりやすく、理解しやすい

内容を検討させていただきます。 

63 8 P14 

・基本目標 3  言葉が難しすぎて分かりにくい。「成

熟社会」、「ストック活用」「官民連携」ってどのように、

「コンパｋジュトシティ」って、・・・  

ご指摘の表現につきましては、より分かりやすく、理解しやすい

内容を検討させていただきます。 

64 2 P15 ②福祉ふれあいバスの便数やルートの増強など検討要 

福祉ふれあいバスにつきましては、町内公共施設等を利用するた

めのバスとして、現在29箇所の乗降場所を設け、一日6便の運行

をしております。毎年1回、乗降量調査を実施しておりますが、

その際の乗車率、並びに費用対効果の観点からも、今後も現在の

1台での運行を維持してまいります。ルートにおける乗降場所に

ついては、自治会からのご要望や乗降量調査等の結果を踏まえ、

その都度必要に応じて見直しを行ってまいります。 

65 2 P15 
③防犯カメラの設置台数増のエリア設定、数値目標が必

要 

総合戦略においては、数値目標を設けておりませんが、事業実施

にあたっては、具体的な設置台数を設定し、事務を進めてまいり

ます。 

66 3 P15 

安全安心な暮らしの環境づくりは大事なことだと思い

ますが、ＫＰＩとして、高齢者の支援体制としてのい

きいき百歳体操の実施位しか出てこないのはいかがな

ものでしょうか。具体的な事業に関しても高齢者の健

康状態に応じた役所あるいは社会福祉協議会等による

支援体制や子供達の安全安心対策など細部に点検項目

を設け、その上で、この地域に暮らす多くの人が豊か

に安心して暮らせることがバックアップ体制について

考える必要があるのではないでしょうか。 

在宅で生活する高齢者を支援するサービスとして、安否確認事業

や、給食サービス（配食、会食会）、移送サービス事業等の年長

者福祉サービスを実施しております。また、要援護者実態把握事

業に同意された方に対して安心ボトルを配布するとともに、民生

委員児童委員による日頃の見守り活動や、社会福祉協議会等の関

係機関と連携のもと、個々のケースへの支援等も行っておりま

す。また、本町直営の地域包括支援センターにおいても、高齢者

の総合相談窓口としてさまざまな相談に対応するとともに、介護

予防事業である、いきいき百歳体操の実施や認知症施策にも取り

組んでおります。 
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番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

なお、ＫＰＩの指標につきましては、指標の把握が可能な事業の

うち代表的なものを選定させていただいております。 

67 3 P15 

こうした中で、防犯カメラ設置などという監視体制ば

かりが強化されることは、人間不信と人権侵害という

側面ばかりが先行し、安心安全な社会と真逆のことを

行政が推進しているのではないかという不信を生み出

しているようにも思います。 

防犯カメラの設置につきましては、犯罪の抑止や事件解決に有用

であることは多くの方々に認識されています。反面、ご指摘のよ

うにプライバシーの侵害を危惧する声もあります。町設置の防犯

カメラにつきましては、所轄警察と設置場所についての助言と協

力のもと設置場所について検討を行う予定としております。   

また、モニタリング、記録媒体の取り扱い等についても所轄警察

の助言と先行自治体の運用例を参考に管理規定等を定め、プライ

バシーの保持に十分に配慮してまいります。 

なお、自治会設置分につきましても同様の観点から、指導・助言

を行う予定としております。 

68 3 P15 

観光における提携もさることながら、行政が広域ででき

ることは、周辺自治体との協働で取り組んでいくこと

は、大事だと思います。その上で、各個別自治体として

取り組んでいくことの棲み分けをきっちりした上で、町

民の窓口としての自治体行政をおろそかにしないよう

にして欲しいと思います。平成の合併で、島根（日本海

沿岸部は安来市～益田市まで、すべて市が並んでいる、

郡部がすべて市に吸収されている）をはじめ多くの都道

府県で、各地方自治体が消滅しました。全国多くの自治

体で住民票を取るにも、役所に何かを頼みにいくにも半

日から1日がかりでしか出来ない市町村ー有機的に住民

本意の行政が行われているか疑問ですがーが多く出来

た中で、そうした自治体に比べると、島本町は住民と向

かい合った行政が行われることができる可能性、ポテン

シャル持っている、すぐれた自治体だと思います。この

利点を活かしつつ、街づくりを進めていくのが島本のよ

さではないかと思います。 安定した雇用と町のにぎわ

いも、そうした視点に立った行政と住民の取組の中から

生まれてくるのではないかと思います。 

広域での取組といたしまして、これまで観光分野や防災分野など

をはじめ、住民のみなさまの利便性の向上が見込める分野につい

て、さまざまな連携を図ってまいりました。今後の広域連携の推

進にあたりましても、住民サービスの向上と効率的・効果的な行

財政運営の視点により、総合的に判断した上で、検討していく必

要があるものと考えております。 

また、まちづくりに関する認識を、住民のみなさまと共有するこ

との必要性についてはご意見のとおりと考えており、本町の基本

的な施策に関する方針を策定するものであることから、今後、広

報しまもとをはじめ様々な手法を活用し、住民のみなさまに本計

画に関心を持っていただき、その理念や内容に対する理解を深め

ていただけるよう、わかりやすく丁寧な情報提供に努めてまいり

ます。 

69 4 P15 

安全・安心な暮らしの環境づくりのため、保育所におけ

る防災教育（地域住民・保護者とともに）をお願いしま

す。施策・事業への記載を求めます。  

町立保育所におきましては、防災マニュアルを作成し、災害発生

時に迅速な対応ができるように備えております。また、今回の総

合戦略への位置づけについては記載を予定しておりませんが、現

在、在園児と職員を対象として、地震、火災、風水害（台風）を
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想定した避難訓練を行っておりますので、それらと連動した防災

教育を検討してまいります。 

70 4 P15 

連携・協働のまちづくりのための姉妹都市提携を否定し

ませんが、なにを目的にするのかを明確にしておく必要

があると思います。国内においては、防災、観光、文化

交流、安心な食料の調達などの視点からの姉妹都市提携

が求められていると考えます。安易な提携を結ぶことが

ないよう留意すべきです。  

姉妹都市の連携につきましては、本計画に今後想定される事業と

して位置付けており、現時点で、具体的な内容は決定しておらず、

姉妹都市の目的や、対象自治体などの調査・検討を進めておりま

す。 

提携の検討にあたりましては、本町としての効果等を十分考慮し

ながら事務を進めてまいりたいと考えております。 

71 7 Ｐ15 

島本のコミュニティに関して。本文では人口減によるコ

ミュニティ機能の低下への危惧が書かれていますが、現

在、MINASE MARKET PLACE や島本音楽連盟、里山クラブ、

しまもと環境・未来ネットなど町内外の様々な地域貢献

の団体に所属し、運営に携わる中、まだまだ島本町のコ

ミュニティには発揮されていない力があると感じます。   

島本町は京都大阪の中心に位置し交通の便が良いこと

が、これまでは町内のコミュニティ形成に良い影響を果

たしていなかったと思います。平日は通勤通学で町外へ

出て家には寝食だけに帰ってくる。休日には大阪京都へ

出かけて、町内では過ごさない。それが、昨年から始ま

った手作り市一つを取ってみても、町内でのイベント開

催により町内外の方が、出店者や来場客として会場に訪

れ交流が生まれています。これまでは、交通の便の良さ

故に、町内での人の交流が少なすぎました。 

また、3 万人というまちの規模は、コミュニティを形成

する上で程よいコンパクトさだと感じます。昨年だけで

町内で様々な出会いがありましたが、話してみるとほと

んどの方と共通の知り合いがいて、関係が深まるのに時

間がかかりません。コミュニティを作る機会がなかった

だけであり、町民が外を向いていたために互いを知らな

かっただけであり、コミュニティを形成する上でポテン

シャルの高いまちだと感じています。 

このように、島本はコミュニティの力を兼ね備えている

ので、人口減による行政サービスの低下などにも、行政

に頼り過ぎずに自分たち支え合う環境を作っていく力

があり、そうしていくべきだと思います。そうして、魅

人口減少社会においては、行政以外の多様な主体がまちづくりの

担い手として、より一層活躍することが求められております。そ

のためにも行政として、コミュニティの形成のための支援は重要

であるものと考えております。 
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

力あるコミュニティを形成することが、地域の商業サー

ビスの発展にも繋がると考えます。  

72 1 P16 

東京の初代ヘルシーロードを参考に島本ヘルシーロー

ドを整備することを提案します。JR 島本駅から阪急水

無瀬駅の歩道を整備して子供から体の不自由な方まで

安全に安心して移動できる、しかも歩いて健康増進や介

護予防を図れる歩道を作るのです。沿道の商店には椅子

や水分補給ができる休憩スペースを用意してもらった

り、水無瀬病院や島本健康モールでは健康相談に応じて

もらえるようにします。歩き方の教室などを定期的に開

催します。歩道は段差の解消だけでなく、手すり付きの

段差があったり、ストレッチができるベンチを用意し、

一定間隔で距離を表示します。照明は明るくして夜でも

安心して歩けるようにします。第一中学校の生徒さんに

協力してもらって歩道の維持やお年寄りと一緒に歩く

活動をしてもらいます。安心して歩けるように自転車専

用道路を車道に整備します。 

健康づくりに関する様々な施策においては、町内の医療機関等と

今後も連携を図りながら実施してまいります。 

また、健康増進を目的としたベンチの設置つきましては、周辺の

土地利用状況等から、当該箇所での整備は困難であると考えてお

りますが、本町が管理する公園の遊具更新や、整備を行う際には、

健康増進の視点も踏まえながら、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

構造的に分離した自転車レーンの整備につきましては、現状で

は、実現が困難であると考えておりますが、今後、主要幹線道路

の大幅な改良等の事業を行う際には、ご意見の内容も視野に入

れ、検討してまいりたいと考えております。 
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基本目標 4 安定した雇用とにぎわいを創出する  ＜Ｐ17～18＞ 

連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

73 4 P17 

地域産業を生かしたにぎわいづくりのため、農と教育・

福祉のマッチングならびに若者の新規就農支援を施

策・事業に追加していただきたい。これからの時代、住

み続けたい町としての魅力に有効な施策になると確信

します。  

今回の総合戦略への位置づけは記載を予定しておりませんが、農

業振興にあたっては、他分野との連携や担い手の育成は重要な視

点であると認識しております。本町の特色や、地権者のご意見も

十分踏まえながら取り組んでまいります。 

74 4 P17 

住民、すなわち消費者側に立った改善で個人事業者や商

店街を変えていかなければ、転入定住につながる地域の

魅力と活性化は望めません。特に、阪急水無瀬駅周辺の

衰退は深刻です。個々の事業者が消費者のニーズや好み

にあった事業を展開できるよう、第3者が総合的に支援

する必要があります。町の資源としても、鉄道駅周辺の

姿としても、現状のままでは問題が多すぎます。  

本計画の基本目標4において、商工業の支援について記載してお

ります。現在も商工会と連携し、産業振興に努めておりますが、

今後におきましても、水無瀬駅前の活性化も含め、商工業の活性

化に向け引き続き取り組んでまいります。 

75 5 P17 

（2）島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)につ

いてこの資料の 17 ページには【基本目標 4 安定した

雇用とにぎわいを創出する】として、【現状と課題】及

び【基本方向】が次のように記載されています。 

【現状と課題】 

本町は、住宅都市としての側面が強く、まとまった企業

用地は限定的で、多くの事業所は生活関連サービス業な

ど、比較的小規模な産業・雇用形態となっています。こ

のため、若者が就職に伴って町外へ流出する傾向がある

ほか、子育て世代、特に女性が子育てとしごとを両立で

きるような就労環境が十分でないなどの問題を抱えて

います。 

住民アンケートでは、本町の将来不安要素として「地域

を支える産業の衰退」を挙げる人が約 5 割を占め、活性

化に向けて期待する政策として「地場産業や既存産業の

振興」や「新産業の創出」、「中心市街地活性化」など産

業活力の維持向上を求める人が 3～4 割程度存在してい

ます。また、転出入者アンケートからは買い物の利便性

に対する不満が多くあります。 

本町の現状・特性を踏まえ、引き続き企業誘致や地域産

「就職に伴って若者が転出することを抑制し」という表現につき

ましては、基本目標4で記載しております事業を推進し、町内で

の創業を支援することや企業立地を促進することにより、若者が

町内で就職する体制を整えてまいりたいと考えておりますが、ご

指摘のとおり、誤解を招くことのないよう、表現を検討させてい

ただきます。 
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

業の振興に取り組むとともに、若者世代が子育てとしご

とを両立できるような雇用の安定・拡大に取り組むこと

が求められます。 

【基本方向】 

企業誘致や地域産業の支援等により、町内雇用の安定や

拡大を図ることによって、就職に伴って若者が転出する

ことを抑制し、町内への転入増加に結びつけるなど、住

宅都市としての特徴を守りつつ、地域産業の活力も感じ

られるまちを実現します。 

このような記載がありますが、【現状と課題】は、よく

まとめられているといえます。しかし、【基本方向】の

「就職に伴って若者が転出することを抑制し」との文言

には、どうしても違和感を感じます。これは私だけでし

ょうか。 

この文言は、読みようによって「転出を伴う若者の就職」

を阻止するかのような響きを感じるのです。 

島本町の産業が盛んになり、どんな人でも受け入れられ

る環境が整っている状況であれば、まだしも、そうでな

い状況であるのは明白であり、今後 5 年や 10 年のスパ

ンでそこまでの環境を整えることは極めて難しいと考

えられる以上、「就職で転出しようとする若者を抑制」

するなどの文言は行き過ぎではないでしょうか。 

それと本来若者は大海に出でて、荒波にもまれ、世間を

知り、成長することが先決です。その上で、故郷の島本

町に戻ってくるというのがローカリズムの望ましい姿

ではないでしょうか。 

したがって、この部分は「企業誘致や地域産業の支援等

により、町内雇用の安定や拡大を図ることによって、就

職に伴って転出した若者が戻ってくるなど、町内への転

入増加に結びつけ、住宅都市としての特徴を守りつつ、

地域産業の活力も感じられるまちを実現します。」など

の表現に変更することをご検討いただければと思いま

す。 

76 2 
P17－

18 

安定した雇用とにぎわいを創造する 

ベッドタウンで狭い土地の本町ではあるが、交通の要衝

本町は、市街化区域の大半が住居系用途地域を占めていることも

あり、対象となるような企業用地が少なく、また、市街地部分で
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連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

にあることを生かした企業誘致による雇用創出は未だ

可能性があると思う。遊休地の調査（地主の意向）や用

途変更による企業立地適地を綿密に調査した上での「企

業立地促進事業」を推進すべき。 

そういう内容の活動を数値目標化して貰いたい。 

は住宅地と隣接しているなどの課題はありますが、引き続き、本

町の特性に適した企業誘致に向け、情報収集や研究に努めてまい

ります。 

77 4 P18 

安定した雇用とにぎわい創出のため、空き店舗や空き家

を活用して柔軟性のある小規模な事業を展開できるよ

う、若者、女性、団塊の世代の起業を支援する事業が必

要です。ここが島本町に圧倒的に欠けていました。新規

事業に追加すべき内容と考えます。  

小規模事業者の支援策につきましては、新規事業として「空き店

舗等活用促進事業」を掲げております。その他の対応策について

も、本町の特性を踏まえ、引き続き検討してまいります。 
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4 計画の推進 ＜Ｐ19＞ 

【意見なし】 

 

その他 

 

連

番  

提出者  

番 号  

該 当  

ペ ー ジ 
ご意見 町の考え方 

78 ４  ― 

人口減少時代、従前とは異なる国家予算の配分を市民自

らから求めていく社会へと成熟していく必要がありま

す。そのためには、まず主権者である市民が主体的に町

政にかかわれる島本町をめざして情報の提供、共有に努

め、説明責任を果たしていただきたい。  

人口減少に対応したまちづくりに関する認識を、住民のみなさま

と共有することの必要性についてはご意見のとおりと考えます。

今後、広報しまもとをはじめ様々な手法を活用し、住民のみなさ

まに町政に関心を持っていただき、その理念や内容に対する理解

を深めていただけるよう、わかりやすく丁寧な情報提供に努めて

まいります。 

79 6 ― 

参考資料、「施策・事業」提案。58 項目。これもページ

に羅列的に貼り付けただけ。注目すべきは、最後の 57

（農林業祭）、58（空き家店舗）ぐらいである。せっか

く取り上げるなら、掘り下げて考えないといけない。職

員自身が考えて仕事をしないと、エンパワーメントでき

ない。 

「施策・事業」提案につきましては、「島本町まち・ひと・しご

と創生総合戦略（案）」に記載しております事業の内容を、住民

のみなさまにわかりやすくお伝えするため、パブリックコメント

の参考資料として掲載させていただきました。 

本計画の事業につきましては、行政内部で議論を重ね専門家のご

意見も伺った上で位置づけを行っておりますが、今後も、Ｐ（計

画）Ｄ（実施）Ｃ（改善）Ａ（評価）サイクルにより、継続的に

点検・検証を行い、積極的に事業を推進してまいります。 

80 7 ― 

「島本らしさ」、「住みやすさ」を実現するために、計画

段階から行政と住民が一体となって進めていくべきで

す。行政が持っている情報と住民の思いを突き合わせて

こそ、島本らしさが実現できると思います。行政が決定

した後に、住民に説明、説得し、納得してもらうのでは

なく、早期から住民と議論し対話し、共にまちを創り上

げていきましょう。 

人口減少に対応したまちづくりに関する認識を、住民のみなさま

と共有することの必要性についてはご意見のとおりと考えます。

今後、広報しまもとをはじめ、様々な手法を活用し、住民のみな

さまにまちづくりに関心を持っていただけるよう、わかりやすく

丁寧な情報提供に努めてまいります。 

また、今後はこれまで以上に、行政だけでなく様々な主体が連携

し、積極的な住民参画のもと、まちづくりを推進する必要がある

と考えております。 

81 9 ― 

○はじめに・・・アンケート調査報告書を拝読。転入出

者宛のアンケートは面白く、人口流入・流出の調査に有

効だと思いました。気候・健康上の問題、転勤など個別

島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたりまして、

本年5月にアンケート調査を実施いたしました。アンケートにつ

きましては、大きく分けて4種類実施しており、1つ目が町内在住
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の事情なども見られ、分析は難しいかと思いますが、各

部署にかかるコメントは担当者は大いに参考にされた

し。  

者1，000人を対象にしたもので、2つ目が、転出入者それぞれ500

人を対象にしたもの、3つ目と4つ目は、インターネットを活用し

て、関西圏の他市町村にお住まいの方を対象に、本町の都市イメ

ージ・観光の調査を行い、幅広い世代の方々からご意見をお伺い

いたしました。本アンケート調査の結果につきましては、今後の

施策・事業展開の際にも参考とさせていただきます。 

82 9 ― 

ｐ43 まちの施設を安全に維持する方策は、回答が得て

して一定の傾向に流されるという感じがし、誘導してい

ると思われる向きもあり。この課題こそ、施設ごとに専

門家の知見を交えながら、住民の利用者未利用者の参加

による議論の場は今後ぜひ設けてください。 

本町では、昭和50年前後の人口急増期に建設された多くの公共施

設で老朽化が進み、今後これらの施設の改修・更新に莫大な費用

を要することが課題となっています。 

住民アンケートにおけるご指摘の設問は、そうした背景を踏まえ

「将来世代に大きな負担を残すことなく、まちの施設を安全に維

持していくために、どのような方策を講じるべきか」について、

10種類の選択肢から回答をお願いしたものです。選択肢には、保

有施設の削減や利用料金収入の確保、民間活力の導入、長寿命化

改修など、現実的に想定しうる様々な方策と、「その他」項目を

お示ししたうえで、複数回答可としてお伺いしており、特定回答

への誘導意図はありません。 

今後、本町における公共施設マネジメントの推進にあたりまして

は、本アンケートの結果も十分参考にしてまいりたいと考えてい

ます。 

また、個別の施設について、例えば廃統合といった取組を行う必

要がある場合、当然のことながら、利用者などのみなさまからご

意見をお伺いする必要があると考えています。 

83 9 ― 

○アンケートのｐ47でも、全世代に共通して「維持充実

すべき施設」トップに挙げているのは、学校・保育所・

幼稚園・学童保育であることに、改めて驚愕・感嘆しま

す。島本の住民が教育・保育を重要視していることがよ

くわかります。まちづくりの核を、これらの施設で優先

にすすめること、プールなど不足する生涯学習施設も学

校施設の機能と連携・融合させることで、住民一人一人

の健康増進や活力につなげ、子どもへの見守り、公共施

設を守り活かすボランテイア活動を誘発できるのだと

おもいます。  

今後、本町における公共施設マネジメントの推進にあたりまして

は、子育て・学校施設に係る、幅広い世代のみなさまからの優先

意向など、本アンケートの結果も十分参考にしてまいりたいと考

えています。 

また、「生涯学習施設と学校施設の連携・融合」とのご意見につ

いて、施設の多機能化は、公共施設マネジメントを進めるうえで

重要な視点であると認識しています。 

84 9 ― 

○住民の多くの関心事である。膨大な計画書を、パソコ

ンやタブレットだけで拝見するのは困難、パブリックコ

メントもデータ検索や文章作成に慣れている人は毎回

多岐にわたる意見を提出するが、出せない人、出さない

パブリックコメントの実施にあたり、計画の内容について、町ホ

ームページをはじめ、役場やふれあいセンターなどの公共施設に

紙媒体でも設置をさせていただいております。 

パブリックコメント手続きについては、施策等の趣旨、目的、内
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人との層とのかい離は広がるばかりである。住民意見の

聴取、住民参加のあり方としては見直しを図る時期にき

ているのではないでしょうか。小規模の出前講座や、せ

めて中学校区単位での説明会を開いてください。  

容その他必要な事項を公開し、広くみなさまから意見を求め、提

出された意見を考慮して意思決定を行う手続きであり、住民のみ

なさまのご意見を伺う手法の一つとして有用なものと考えてお

ります。 

本町といたしましては、限られた予算や時間の中で各種の計画に

基づき最も効率的で効果的な手法を選択して住民のみなさまの

ご意見を伺ってまいります。  

また、現時点では説明会の開催予定はありませんが、本町の基本

的な施策に関する方針を策定するものであることから、今後、広

報しまもとをはじめ様々な手法を活用し、住民のみなさまに本計

画に関心を持っていただき、その理念や内容に対する理解を深め

ていただけるよう、わかりやすく丁寧な情報提供に努めてまいり

ます。 

85 9 ― 

以上です。ここまでに至るアンケート集約、計画策定、

データ処理など膨大な事務に追われておられたことと

思います。大変ご苦労様です。特に、本計画案にはいま

までになく、多くの期待や意見が寄せられるものと思い

ます。大変だとは思いますが、職員皆さんで共有され、

住民参加の議論へと展開してくださり、「手づくり感」

のあるものとなることを願っております。  

人口減少に対応したまちづくりに関する認識を、職員はもとよ

り、住民のみなさまと共有する必要性があります。小規模自治体

である本町の特性を十分に生かし、島本らしい「手づくり感」の

あるまちづくりを住民のみなさまとともに推進してまいります。 

86 11 ― 

内容に関する意見の前に一つ今回の募集に関して気に

なることがありましたのでコメントさせていただきま

す。今回のパブコメの締め切りが 2 月 3 日であるにもか

かわらず、2 月 3 日の朝 9 時に島本町ホームページの「現

在募集中のパブリックコメント」ページをみてみたとこ

ろ、『「島本町人口ビジョン（案）および島本町まち・

ひと・しごと創生総合戦略（案）」に関するパブリック

コメントについて』、はなくなっており、意見書をネッ

ト経由で提出することができなくなっていました。一昨

年のしまもと環境基本計画に関するパブコメの募集の

ときも、締め切り間際にまったく同じ事があったと記憶

しています。一度ならずも 2 度もこのようなことがあっ

ては役場の怠慢を疑わざるをえません。今後 2 度とこの

ようなことがないよう改善を望みます。  

当該ホームページの公開期間につきましては、設定の際に、パブ

リックコメント募集期間の1日前の午前0時に公開を一旦終了し

ていたことがわかりました。数時間後に再び公開いたしましたも

のの、住民のみなさまにご迷惑をおかけしたことを、お詫びいた

します。 

今後につきましては、ホームページ担当課と連携し、再発防止に

努めてまいります。 

87 11 ― 

・パブコメの告知の仕方に関してですが、広報や役場ホ

ームページだけでなく、せっかく島本町のフェイスブッ

クページがあるのですから、イベント情報だけでなく、

本町のフェイスブックは、町政情報や町のイベント、町内の出来

事や話題、町の魅力発信をお伝えするツールとして活用しており

ます。 
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パブコメの募集もそちらで告知してはいかがでしょう

か。役場がもてる、できうる限りの手段を使って町の政

策決定に住民の声を反映させる努力をすべきです。 

パブリックコメントの募集に関する周知の手法についても、今後

検討してまいります。 

 


