
第６次生駒市総合計画（案）に対する意見集約

基本構想 章番号 項目番号

基本計画総論 章番号 項目番号

基本計画各論 小分野Ｎｏ 細分野 項目

1

基本計画総論

（Ｐ14～15）

第5章 1（１）

（１）の①～⑤の順番についてですが、14

日の特別委員会でも確認しましたが、行

政の最大の責務は市民の命を守ること

であることから、③の健康づくりの推進と

医療サービスの充実が一番最初に挙げ

られるものではないかと考えます。基本

構想ｐ７まちづくりの目標（１）においても

「市民の生命と財産を守り、安全に暮ら

せるまちづくりを進める・・・」と記載されて

います。

順番を③①②④⑤と入れ替え

てはどうでしょうか。

伊木議員

2

基本計画総論

（Ｐ16）

第5章 1（３）

（３）は人権が尊重され、市民が輝く、文

化の薫り高いまち　となっていますので、

最初に②となっている人権の尊重を先に

記載すべきではないかと考えます。

順番を②①と入れ替える。 伊木議員

3

基本計画総論

（Ｐ17～18）

第5章 1（４）

（４）の①～④の順番についてですが、市

民憲章に「・・豊かな緑、自然と歴史・・・」

とありますので、最初に④がくるのでは

ないかと考えます。

順番を④③①②としてはどうで

しょうか。

伊木議員

4

基本計画総論

（Ｐ22）

第5章 ２（４）　イ

人口構造の変化の中で高齢化は大きな

現象。増加する高齢者の生活構造の変

化に対応するためにも、今後20年間かけ

て高齢者が地域の支え合いの中で生き

生きと暮らし続けられる仕組みを構築し

ていくことが重要な行政課題。戦略的施

策に「高齢者保健福祉・地域福祉」の施

策を位置づけるべき。

表に以下を追加

施策の大綱：（１）①高齢者の

生活を支えるサービスの実施

施策：高齢者保健福祉・地域福

祉(1-1-1）　「地域包括ケアシス

テム」、「地域福祉活動」

取組：①１、①２、③１、③２

大樹

提出会派等
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5 基本計画各論 1-1-1 ③ ③3

「シルバー人材センターが高齢者就労に

関する情報提供を行う」と読める。

高齢者が生きがいをもって働け

る場の拠点として、シルバー人

材センターの活性化に向けた

支援や高齢者就労に関する情

報提供を行います。

高齢者が生きがいをもって働け

る場の拠点である、シルバー人

材センターの活性化に向けた

支援、及び高齢者就労に関す

る情報提供を行います。

大樹

6 基本計画各論 1-3-1 ① 現状と課題

この段落の市民が実践する内容から、

「若い頃から」が子どもを含むとは捉えが

たく、①４が唐突である。

また、子どもの生活習慣病も問

題となっており、対策が必要で

す。　を追加する。

共産党

7 基本計画各論 1-3-2 ① 現状と課題

○「整備中」では施設の整備が進行して

いるように誤解を与える。

○「現況等について・・調査を行った」は

課題抽出の経過であり不要。

○調査結果を踏まえ各医療分野の現状

は記載されているが課題が記載されて

いない。

○充実に向けて整備中です。

○地域医療の現況等につい

て・・・調査を行いました。調査

結果については、救急医療で

は、・・

○課題について記載なし。

○充実に向けて取組を進めて

います。

○地域医療の現況について、

救急医療では・・

○（記載例）以上のような現状

を踏まえ、地域の医療機関の

連携による地域医療のさらなる

充実に向けた取組が必要と

なっています。

大樹

8 基本計画各論 1-3-2 ① ①1

「また、」以降は救急医療についての取

組として独立させた方が読みやすい。

①1市民ニーズや…取組みま

す。また、救急搬送・・

①1市民ニーズや…取組みま

す。

①2救急搬送・・

大樹
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9 基本計画各論 1-4-1 ①

現状と課題

取組

急傾斜地が多い本市にとって急傾斜地

の安全対策（治山事業等）の取組は不可

欠。県の事業ではあるが、市の関与は必

要。

○大規模災害発生への不安は

高まっています。

本市では・・

○取組について記載なし。

○大規模災害発生への不安は

高まっています。

特に本市では、急傾斜地が多

く、河川氾濫の怖れのある区域

も広がることから、奈良県に協

力して治山・治水対策を推進す

ることが必要となっています。

①4奈良県と協力して治山対策

を推進します。

大樹

10 基本計画各論 1-4-1 ① 取組

地域防災計画は、本市の災害対策、防

災・減災対策の根幹をなすものである。

災害の頻発化が懸念されるなか、行政５

年間の主な取組の中に（法に則し）毎年

度見直しを行うこと（行っていること）を明

記することにより、本市が更なる防災・減

災対策の推進及び防災会議の充実等に

努めることを示すべき。

記載なし

毎年度、地域防災計画の見直

しを行う

公明党

11 基本計画各論 1-4-1 ①

市民ができる

こと

阪神淡路大震災等の経験から、家具に

よる圧死の危険性が指摘されているが、

建物の耐震化に隠れ、危険性の認知度

が低く、明確に強調する必要性がある。

自宅の耐震強度や危険性を知

る。

自宅の耐震強度や、家具の配

置も含めた危険性を知る。

共産党
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12 基本計画各論 1-4-1 ②

市民ができる

こと

防災拠点施設だけでは対応が困難な地

域もあるから。

自治会館や集会所を柔軟に活

用する。　を追加。

共産党

13 基本計画各論 1-4-2 ② 現状と課題 課題として記述。 消防力を強化します。

消防力の強化が求められてい

ます。

大樹

14 基本計画各論 1-5-1 ① ①5 前回資料の4-2-1の記載内容を反映。

①5違法駐車等防止重点地域

（生駒駅・東生駒駅周辺）にお

いて、交通指導員による違法駐

車等の巡回・防止啓発活動を

行います。

①5警察等関係機関と連携し、

違法駐車等防止重点地域（生

駒駅・東生駒駅周辺）等におい

て、違法駐車等の巡回・防止啓

発活動を行います。

大樹

15 基本計画各論 1-5-1 ② ②5

犯罪は多様化しており方針として特殊詐

欺に限定する必要はない。

②5特殊詐欺による・・ ②5特殊詐欺等による・・ 大樹
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16 基本計画各論 2-1-1 ② 現状と課題 日本語として適当でない。 地域での子育てを守るため・・

地域の子育て環境を守るた

め・・

大樹

17 基本計画各論 2-1-2 ① ①2

具体的事業も想定されており、保育サー

ビスの充実は検討段階になく、実施段階

にある。

保育サービスの充実に向けて

検討します。

保育サービスを充実します。 大樹

18 基本計画各論 2-1-2 ③ 現状と課題 日本語として適当でない。

子育てを地域で支え合う環境

が希薄になる中

互いに支え合いながら地域で

子育てを行う力が弱くなる中、

大樹

19 基本計画各論 3-3-2 ① 現状と課題 課題に対する現状認識がない。 様々な・・必要があります。

本市では、各地域に豊かな歴

史と伝統文化資源が存在して

いることから、様々な施設等が

拠点となり、これらの地域資源

を活用した・・・必要がありま

す。

大樹
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20 基本計画各論 4-1-2 ① 現状と課題 文章の繋ぎ方として適当でない。

さらには・・・・

また・・・・

また・・・・

さらには・・・・

大樹

21 基本計画各論 4-1-2 ② 取組

南生駒駅周辺を地域拠点と位置付けな

がら、具体的記述がないのは矛盾ないし

軽視である。「拠点」の中に含んでおり、

とされているが、この記述では分からな

い。せめて、拠点が何かわかる記述にす

べき。

にぎわいと魅力ある拠点

にぎわいと魅力ある都市拠点、

地域拠点

枠外に都市拠点、地域拠点の

説明を追記。

共産党

22 基本計画各論 4-1-2 ③ ③5

大学院大学との連携した学校教育事業

は特色ある教育として学校教育で取り上

げるべき。

都市づくりの中では産学連携など学研都

市の本来の都市づくりへの役割発揮を

方針に据えるべき。

③5奈良先端科学技術大学員

大学・・

2-2-1学校教育に移動、あるい

は削除

③5奈良先端科学技術大学院

大学を活用した産学連携、企

業誘致等の産業振興策に取組

みます。

大樹

23 基本計画各論 4-2-1 ③ ③1

地域公共交通網形成計画の検討・策定

が予定されており、課題にも公共交通の

あり方の検討の必要性が記載されてい

ることから、方針として明示するべき。

③1生駒市地域公共交通活性

化協議会を運営します。

③1生駒市地域公共交通活性

化協議会において今後の公共

交通の在り方について検討しま

す。

大樹
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24 基本計画各論 4-3-1 ③ ③1

具体的な取組に建築課が記載されてお

り、整合が必要。

③1・・・（環境モデル都市推進

課）

③1・・・（環境モデル都市推進

課、建築課）

大樹

25 基本計画各論 5-1-1 ② ②1

公民連携窓口の運用ルールを整備する

と誤解を与える。

②1公民連携の窓口を設置す

るとともに、運用ルールを整備

します。

②1公民連携の窓口を設置す

るとともに、公民連携に係る運

用ルールを整備します。

大樹

26 基本計画各論 6-1-2 ① 取組 生活に限定している意味が分からない。

①３　市民が生活に必要な情

報を・・・

①３　市民が必要とする情報

を・・・

共産党
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