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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第 11 回会議 議事録  

  

 

日 時：2014 年（平成 26 年）10 月 1 日（水）13 時 30 分～15 時  

場 所：吉野町中央公民館 5 階閲覧室  

出席者：委員 15（欠席 5）  

事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所  

配付資料：議事次第／資料１第 10 回議事録（案）、別紙１条例素案への意見（審議会意

見貼付）、資料２今後のスケジュール*、資料３吉野町まちづくり基本条例素案に対す

るご質問・ご意見・ご提案についての回答（案）*資料４逐条解説書骨子について*、

参考１合同説明会記録*、参考２合同説明会アンケート結果* 

   注）＊印は事前に送付、パブリックコメントの原本（名前や住所などの個人情報を

消したもの）を会議中に回覧  

 

開 会  

（会長） 定刻になりましたので、第 11 回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開会

します。この間、パブリックコメントと合同説明会を開催してきましたので、審議会と

しては２ヶ月ぶりの開催となります。今回は、それらへの回答と、回答を受けて条例素

案を修正すべきかを議論することになります。  

  事務局より、配布資料の確認と本日の出席委員数の報告をお願いします。  

 

（事務局） ～ 配布資料の確認（事前送付資料及び当日配布資料） ～  

 

  本日の出席状況ですが、定数 20 名中 15 名にご出席いただいています。欠席は、戌亥

委員、竹内委員、梅本（佳）委員、濱田委員、辻本委員です。  

 

（会長）事務局より報告がありました通り、審議会設置条例第 8 条第 2 項の規定に基づき、

定足数に達していますので、会議は成立しています。  

 議事に入ります前に、本日の進め方について事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）では、議事次第により説明します。  

  本日の進行は議事次第の通りです。議題２では、先日実施しましたパブリックコメン

ト、説明会での意見等への回答案について審議願います。議題３では、それを受けて、

条例素案の修正の有無、修正する必要があるなら具体的にどうするかを審議願います。

議題４では、今後作成する逐条解説書の骨子について説明致します。議題５は、今後の

スケジュールについてです。  

 

ここで、子ども関係者や学校関係者の意見聴取について、状況を報告致します。第 10

回審議会でも委員からご意見をいただきましたが、その際にも報告したとおり、吉野町

連合 PTA 役員の皆様に８月 11 日、条例素案資料を配付のうえ、パブリックコメント実
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施についてのお話しを事務局よりさせていただきました。この日は、２学期にむけて、

子ども達の通学路等の安全確保について、関係者が一堂に会しての通学懇談会という会

議があり、その終盤に時間をとってもらいました。町内中学校、小学校、幼稚園の PTA

会長と役員、また校園長先生もお揃いで、皆様に、策定審議会がとりまとめました条例

素案についての概要を、これまでの取り組みの経緯を含めて、簡単に説明致しました。

あわせて、条例素案資料について、９月８日までのパブリックコメント期間に、是非と

もご意見をいただきたいとお願いしました。また、中学校 PTA 会長、役員様には、是非、

ご家庭でこの資料を親子で開き、町の基本ルールについて話し合いの機会を持っていた

だきたいということ、校園長先生には、学校園の先生方にもご意見を伺いたいとお願い

しました。  

説明時は、特段のご意見を賜ることができませんでしたが、後日、吉野町連合 PTA 会

長から、将来を見据えたまちづくりの基本ルールを定めるこの取り組みは大変重要なこ

とであること、また条文案には、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画する

青少年及び子どもの権利をうたい、また大人には、子ども達の参画の機会の充実に努め

なければならないことも明記され、「安心して子育てができ、将来の担い手である青少

年及び子どもがふるさとを大切に思い、健やかに育ち、心豊かに学び、成長できる環境

づくりに努める」との定めは、PTA 活動の原点にも通じるもので賛同したいとのことで

ありました。  

中学生への意見聴取については、学校長、教頭と相談いたしました。協力は惜しまな

いとのお言葉をいただきましたが、実際の現場では、子どもの権利条約ひとつをとって

も、随分と時間をかけて丁寧に教えているとのことで、教科で公民を学ぶ３年生も、条

例という枠組みのなかでの基本ルールを理解し、意見を求めるには、いきなりの資料配

付では、すこし難しいのではないかということも伺いました。そこで、先に申しました

とおり、PTA への呼びかけで、親子で話し合う機会を持っていただきたいという方向で、

今回はとどめています。  

基本条例が出来ましたら、ゲストティーチャー等の仕組み等で、たとえば審議委員を

おつとめになられた皆様が、策定の経緯を踏まえて、まちの基本ルールを子ども達へお

話し、意見を交換するという機会をつくるなど、今後、様々に模索していきたいと考え

ています。以上でございます。  

 

（会長）ありがとうございました。  

  今後のスケジュールについては、議題５で説明していただきます。  

 ここまでのところ、よろしいでしょうか。  

 

   ～ 意見なし ～  

 

  質問等がありませんのでさっそく議事に入ります。議題１の「第 10 回審議会議事録

の確認」です。事務局より資料の説明をお願いします。  

 

（事務局）本会議前に各委員に第 10 回審議会の会議録案をお送りし、内容をご確認いた
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だきました。本日お手元にお配りしております会議録案（資料１）は、修正意見を反映

し委員の個別名を伏せたものです。ワークショップと全体会で確認された条文の修正は

議事録に収録しておりますが、それ以外の意見等（付箋）を別紙１として付けておりま

す。 

 

（会長）意見をいただいた箇所が修正されているかどうか、再度ご確認ください。問題が

ないようでしたら、この内容をもって公開の対象としたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。  

 

～ 異議なしの声 ～  

 

ありがとうございました。では、今回の議事録署名人を指名致します。亀田委員、森

口委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  

  それでは、議題２の「説明会、パブリックコメントの意見整理と回答案について」に

入ります。事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）  

  最初に、パブリックコメントと条例素案説明会の概要を説明致します。  

  パブリックコメントは、8 月 8 日から 9 月 8 日にかけて実施しました。条例素案を公

共施設に置いたほか、ＨＰにも掲載して、質問や意見を募集しました。期日までに 6 人

から、29 件の意見・提案等をいただきました。後程、お示ししますが、多岐にわたる内

容です。  

  説明会は、8 月 19 日 19 時から中央公民館大ホールで開きました。当初は 8 月 9 日か

ら 11 日にかけて、町内 5 カ所で地区別に実施する予定でしたが、台風 12 号の影響で、

この日の 1 回だけの開催となったものです。町と審議会が共催するかたちで実施し、皆

様におかれましては、受付、進行、報告等に多大なご協力をありがとうございました。 

  この折にも、意見等をいただいているので、回答案に盛り込んでいます。  

  説明会の参加者数の詳細は、参考１の説明会記録の１ページ目をご覧ください。スタ

ッフを別にして、全体で 233 名参加いただきました。うち町職員は 52 名でした。質疑、

意見交換は記録に収録しております。  

  また、当日アンケートには 156 名から回答をいただきました。アンケート結果の概要

は、参考２にまとめております。  

  アンケート結果を要約しますと、情報入手源としては、「町内会長・区長・自治会長か

らの案内」が約 3 分の 2 を占めています。条例についての理解は、「まだよく分からな

い」は半数（50.0%）で、「一応は理解できた」は 43.4%でした。「良く理解できた」と

「全く理解できない」はそれぞれ 3.3％でした。まだよく分からないという人が多いの

で、今後とも分かりやすい説明や PR が必要と考えられます。  

  条例の中で関心のある部分については「住民自治（地域自治活動と町民公益活動）」が

41.7%と最も多く、「町民の権利、役割・責務」の 34.0%が続いています。「町議会並び

に町長及び町の職員の役割と責務」（19.9%)、「参画と協働」（17.3%）も比較的多かった
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ですが、吉野町の独自性である「世界遺産等を活かしたまちづくり」は 12.2%でした。 

  条例が自治活動やまちづくり活動等に与える効果についてですが、活動が活発になる

かどうかについては「よく分からない」と答えた人が 49.3％でした。一方、「思う」と

「限定的だがそう思う」を合わせると 31.6％です。ただ、「そうとは思えない」という

人も 19.1％ありました。  

  条例によって行政運営が効率的になるかどうか？についてですが、効率的になると「思

う」と答えた人は 6.6％、「限定的だがそう思う」28.5％を合わせても 35.1%で、「よく

分からない」は過半数（51.7%）でした。  

  記述意見としては、参考２の 4 頁にあげたとおりですが、主旨は回答案に反映してお

ります。  

  回答者の属性では、男性が 88%と圧倒的に多数でした。年代は 60 歳代が 58%でした。  

 

（会長）とりあえず、そこで一旦切りましょう。  

  説明会ではみなさまのご協力を得て的確に実施できたと思います。お疲れ様でした。

町民みなさんの総力でつくったという理解が得られたのではないかと思います。説明も

とても聞きやすい念の入ったものでした。司会進行も品良くスムーズに進めていただき

ました。  

  フォーラムのアンケートについては、条例についての理解はまだ限定的であることが

見えました。今後、継続的な周知・広報活動が必要であるという示唆が得られたと思い

ます。広報に当たっては、口コミや知り合いの方へ伝えていただくのが最も効果的です。

町民の方が説明されるのが効果的ですので、この審議会の委員のお力が大きいと思いま

す。地域、団体等での周知・広報をよろしくお願いします。  

  また、関心の高いのは、やはり「住民自治」や「町民の権利、役割・責務」で、吉野

町で今後地域自治の再活性化への取り組みが始まれば、まちづくり基本条例への関心が

高まることが予想されます。昨晩も三重県の伊賀市で、住民自治の仕組みの見直しのた

めに住民自治協議会の会長さんらが集まる会議のアドバイザーを務めてきたのですが、

この時、委員さんから、「自治基本条例の第○○条によると・・・」や「第△△条の主旨

は・・・」などの発言が相次ぎ、条例についての理解が相当進んでいると見受けられま

した。このように、住民自治活動が活発になると、自治基本条例が市政の土台だという

理解が進むということがわかりました。  

  ですから、吉野町でも、まちづくり基本条例ができたらどうなるかより、住民自治の

枠組みについて議論が高まると、まちづくり基本条例についても真剣に考えていただけ

ると思われます。  

  ではここで、説明会でご活躍の方に感想を聞いてみたいと思います。  

 

（委員）本当は地域ごとに説明会を開き、住民に身近に説明し、質疑応答ができたらよか

ったのかなと思っています。当日は、何人の方が質問していただきましたが、どう質問

していいのかわからなかったと、後日話しておられた方もありました。ただ、その場で

質問いただけなくとも、この条例は長く続くものですから、まずは条例ができつつある

ことを認識していただき、おいおい質問や意見を出していただくのも大切と思いました。 
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  私自身、条例案を隅々まで理解はしているわけではありませんが、この条例をみんな

でつくりあげていきたいと思っています。  

 

（委員）町内会の役員方に呼びかけに応じて集まった人が多く、吉野町をこうしたいとい

う思いを持った人がどれだけ集まったかは疑問ですが、一方で役員方がまちづくりの基

幹であるので、まずはこれらの方が集まっていただいたことはよかったと思います。ま

だまだこの条例は町民に浸透しているとは言えません。参加された方は、この条例をつ

くって具体的にどうなるのか、ということを聞きたかったという意見も聞いています。

その意見に対しては、「そのための基礎づくりだ」という説明はしておきました。  

 

（委員）まちづくり基本条例の素案ができ説明会も開催されることを、地域の会合やイベ

ントでできるだけ説明をし、説明会にも勧誘したが、まだ関心が薄い状況で、条例の内

容について質問する人はほとんどありません。アンケート結果を見ると、女性の参加者

が少ないことが気になります。吉野町では女性は 50％以上おられるはずだし、住民自治

には係わりが深いはずなので、女性のコミュニティの方が情報が広く伝わるのではない

かと思います。  

 

（委員）審議会が始まって 1 年ほどになり、みんな一生懸命やっていますが、まだまだ周

知度が不足していると思います。アンケート結果をみると、2 月のフォーラム時とくら

べて今回も半分程度で、残念ながら理解度が増えていません。もう少し努力をしていか

なければならないと思います。みんな条例ができたら具体的にどうなるかという結果を

求める傾向があります。条例をつくったらまちづくりが活発になるのか、行政運営が効

率的になるのかについては、アンケートでは約 70％が分からないと答えていますが、ま

だできていない段階では当たり前で、それほど悲観することはないと思います。条例が

できると、次第に浸透していくことを期待します。  

  住民自治や町民の権利・役割については関心が高いと思っていましたが、その通りで

した。内容が難しいだけに逆に関心が高いようです。住民は権利・義務が定められると

関心を持つんですね。これからパブリックコメントへの回答を検討しますが、審議会で

検討したこと以外のこと（自民党の動き）なども書いてあります。我々もこれから頑張

っていかねばと思いました。  

 

（会長）では回答案について、事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）資料３をご覧ください。これは、8 月 8 日から 9 日 8 日に行われたパブリック

コメント手続き及び 8 月 19 日に開催されました合同説明会での意見を整理し、これま

での審議会での議論を踏まえて回答案としてまとめたものです。これらは、審議の後、

後日町の責任で公表されます。  

  意見等については、類似のものはまとめ、主旨を掲載し、条例素案に直接関係しない

ことは省きました。参考までに名前などの個人情報を消した原本を回覧します。回答は、

Ⅰ．全体についての意見、Ⅱ．条文についての意見、Ⅲ．まちづくりのあり方等、その
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他の意見に整理しています。Ⅱは概ね条文順に並べています。資料３は事前にお送りし

ておりますので、逐一説明することはせず、ポイントのみ説明します。  

  

   ～ 事務局より、資料３により説明 ～  

 

（会長）この回答案については、これまで時間をかけて審議してきた内容をもとにまとめ

たものです。これから皆様方のご意見を伺いますが、今のところ回答案では「素案の修

正の必要はない」ということになっております。では順に発言をお願いします。  

 

（委員）説明のあった回答案どおりでよいと思います。それ以外で思ったことは、アンケ

ートによると理解度が 50％以下と低い状況なので、ケーブルテレビ等をつかって PR し

たらいいのではないかと思います。条例を理解するのは法律的な考えを持つ必要がある

と思った人も多いと思いますし、説明会の会場が１か所になったことも影響したのでは

ないでしょうか。参加者一覧を見ると、龍門地区は 35 人の参加があり、地区の役員の

多くが来てくれています。これも関心の現れと考えられます。  

 

（委員）これからのまちづくりを担ってもらう 30 から 40 代の人、特に女性が意見を言え

るような場をつくってほしいと思いました。  

 

（委員）意見番号７番の外国人参政権について審議会で議論されたかどうかという質問に

対して「していない」と回答していますが、条例第 37 条（住民投票）との関連で質問

されたのではないですか。それであったら、回答として的を外れているのではないかと

思います。  

 

（委員）アンケートでは、「まだよくわからない」という回答が多く、情報源では町内会か

らの案内が多かったことから、まだ条例の内容が住民に浸透していないと思われます。

有線放送やケーブルテレビを活用して審議会や説明会の案内をしてはどうでしょう。み

んながもっと関心を持ってくれないと、この状態で進んでいいのかどうか、理解される

のかどうかが気になります。  

 

（委員）まちづくり基本条例をつくるのは、このまちをつくっていくためにやっているの

だと思います。アンケート結果を見ると、「条例は自分たちのもの」とは思っていないよ

うに感じられます。ですから、「みんなのためのまちづくり」のための条例であることを

もっと浸透させなければいけないと思います。各地で地域活性化のイベントありますが、

面白いかどうかわかりませんが、「どうやってまちをつくっていくのか」をテーマにし

たイベントやワークショップをしたり、懇談会でもまちづくり基本条例をテーマにした

ものを頻繁にやるといいと思います。  

 

（委員）フォーラムの参加者は 50 代以上の人がほとんどで、若手の参加が少なかったの

はさびしかったです。スポーツクラブの参加者を調べたら 50 代以上がほとんどで、30
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代、40 代が少ないのです。若い層が入ってくれれば、活動の幅が拡がるのですが。条例

の普及についても、その辺のことを考えていく必要があると思います。  

 

（委員）この審議会が始まったときに、どのように伝達するのかが一番難しい、と申し上

げたことがありますが、アンケートでは「広報紙で知った」という人は 9.7%で、あまり

見られていないのが現状である一方、区長さんからの案内によって来た人が多くありま

した。条例ができても、どう伝えていくかが課題だと思います。  

 

（委員）回答についてはこれでいいと思います。産みの苦しみということがあることと、

どこの世界でも表面だけ見て批判する人はいるので、あまり気にしないでもいいと思い

ます。ものごとは 100％の理解を得るのは無理なので、5 割強がわかってもらえればい

いので、これで進んでいけばいいと思います。  

 

（委員）今年、地区の代表の任期が終わったのですが、この審議会に残るので「ほったら

かしにしないで」とお願いしたところ、みんなで「支える」と言ってもらえて、いい感

じと思っています。後任区長が「要望書を役所に出そうとしていたけれど、出しても仕

方ない、自分達でできるんやないか」という話になり、「自分たちでやろうや」という流

れになりました。このように地域の役員らが核となって足元を見つめて、小さな動きで

も起こしたら大きな流れになっていくと思いました。条例についても、できたことをそ

ういう人達にいろいろな場で発言してもらったら拡がるのではないかと思います。  

 

（委員）29 件の意見があるというのは、それだけ関心を持ってもらっているということだ

と思います。地域で条例の話をしてもあまり関心をひかないという現実がある中で、150

人余りが参加した説明会やパブリックコメントで、これだけの意見があったということ

は評価できると思います。  

 

（委員）私自身は法律的な知識も行政経験もなく審議会に参加した。パブコメで法律論的

に詳しく書かれた意見があったが、その人は結局「反対」ということでびっくりした。

法律の専門家や行政の専門家からすればそんな見方もあるのか、と驚いたわけですが、

私はそうではなく、法律的な齟齬さえなければ、むしろ前文の最後に書かれている「こ

れは、吉野町の最高規範であり、未来に向けた約束でもあります。」が、町民自身の意思

表明の具体的なかたちだという考え方で進めていくべきですし、それを保障するのが条

文なのだということです。町民の皆さんに、前文を理解してもらって、やろうという気

運を盛り上げるのが大事であって、あまり詳細に外国人参政権などにこだわる必要はな

いと思います。これから地区の自治組織の問題が具体的になっていけば、この条例によ

って地域のまちづくりがこう変わる、というのが 1 年後、2 年後、3 年後に明らかにな

ってきます。その時に条例の意味が分かってもらえるだろうと思います。  

 

（委員）予定されていました各地区の説明会ができなかったのは残念ですが、合同説明会

はまことによかったと思います。合同説明会では 50 代、60 代が多かったのですが、各
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地区でやればもう少し若者や高齢者も出てきて、意見を言ってくれたのではないかと思

います。何をやっても、はじめは反発がありますが、根強くやるしかないので、皆さん、

協力をお願いします。  

 

（会長）ありがとうございました。皆さん、回答案については同意いただけたかなと思っ

ています。外国人参政権は議論していないし、する必要もなかったと思います。住民投

票で議論した際には「地方自治法の枠組みでいい」という結論になったはずです。つま

り、住民投票を求める条例を請求できるのは有権者（日本国民で満 20 歳以上、住所を

置いて 3 ヶ月以上）の 50 分の一の連署が必要であるということが確認されました。そ

して、議会で住民投票条例の審議がなされます。また、常設型の住民投票にするかどう

かも話し合われましたが、それは必要ないとの結論となりました。まちづくり基本条例

では、地方自治法上の制度がありますよ、としているわけです。ですから、吉野町では

外国人参政権は発揮できません。ただし、住民投票は法律的な強制力はなく、政治的な

効果しか発揮できませんので、投票権者は場合により外国人も含めることは可能ですが、

それも議会が判断します。ということで、審議会では参政権に及ぶ話はしていませんね。 

  「複数信託論」についての意見が出ているようですが、私は知りません。あまり一般

的な理論ではないのではないかと思われます。この条例は特定の学説に依拠しているこ

とはありませんね。住民から選挙された町長から委嘱された委員の皆さんが議論してい

るので、間接的に住民から信託されているとは思いますが。  

  補完性の原則は、EU のヨーロッパ自治憲章の基礎となっている原則で、世界中で一

般的になっている地方自治の基本原則です。家族でできることは家族で、家族でできな

いことは地域で応援しましょう。地域でできることは地域でやりますが地域でできない

ことは町がやりましょう。町でできないことは県が、県でできないことは国でと、積み

上げていく考え方です。少しもおかしな原則ではありませんので、第 4 条基本原則の第

４項にあげています。  

  質問の中には、論理的に理解しがたいところもありますが、パブリックコメントです

から真摯に答えていきたいと思います。議論していないことは「していない」と答える

ことになります。  

  町民の範囲についても意見がありましたが、これも審議会で議論しました。住民以外

にも事業所や在学者も、吉野町でまちづくり活動をしている人も広く「町民」ととられ

て一緒にまちづくりをしていく、というのは確認済みです。しかし、町政参加の条件や

権利等法律に基づいたものについては法律による定義となりまして、条例で変えること

はできません。幅広く定義していますが、それが全条文に同じく適用されるわけではな

いことは常識的に理解していただきたいと思います。まちづくりは、さまざまな人の知

恵を集めたいという精神を示していると言うことでご理解いただきたいと思います。  

  さきほど委員から質問のありました、意見第７番ですが、「新聞などで話題になってい

る、自民党による外国人参政権の是非について、審議会でも多少なりとも議論されたの

でしょうか。そうでなければ少しでも議論はしておくべきであると思います。」という

のが原文です。賛否の意見ではなく議論はすべきでは、という意見です。  
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（委員）外国人参政権の件は、常に頭の中にはありましたので、「議論していない」という

表現は適切ではないと思います。  

 

（会長）そうですね。それでは回答を「外国人参政権について、審議会で話題には上りま

したが「本条例とは直接関係がない」との結論となりました。この件は、国政で議論す

べき問題と考えています。なお、町民の定義や住民投票に関する条項は、外国人参政

権とは関係ありません。」とさせていただきます。細かい字句は会長に一任ください。 

 

（委員）意見３の②の回答で、審議会の委員は「町民の代表」ではないと断定しています

が、今回地域代表、団体代表、区長会連合会代表などとして参加しています。公募委員

も町民から広く募っていますね。その人達を町長が委嘱したというのは、どう理解した

らいいのでしょうか。「代表」でないのはわかるのでは。決して特定の委員で議論してい

るわけではないのですが。  

 

（事務局）法律的には代表ではないという意味です。  

 

（会長）政治的な「町民の代表」は選挙で選ばれた首長と議員ですが、この審議会は町長

に正式に委嘱されたメンバーで構成されており、公募委員を含めて地域や諸団体を代表

する方から意見を汲み上げる役割を果たしています。それでは回答を「本審議会に限ら

ず、審議会の委員は、審議事項について専門的な知見を持つ人や多方面から検討できる

人たちを、町長が選んで委嘱します。選挙で選ばれた「町民の代表」ではありませんが、

正式に委嘱されて議論を行い、答申を出す役割を担っていただいています。今回の 20

人の委員は、地域代表（区長会連合会等、7 人）、まちづくり団体代表（商工会等、４人）、

公募による委員（６人）、町議会議員（2 人）、学識経験者（１人）という顔ぶれです。

まちづくり基本条例という趣旨を踏まえ、ほかの審議会よりも公募委員枠を増やし、男

女比や年代にも配慮しました。」とさせていただきます。細かい字句はご一任ください。  

  それ以外の所は原案の通りでよろしいでしょうか。なお、てにおはや細かい文言等の

修正は会長に一任ください。  

 

   ～ 異議なしの声 ～  

 

  ありがとうございました。  

  それでは、議題３の「条例素案の修正について」です。この議題は、先程の「回答案」

の審議を受けておりますので、吉野町まちづくり基本条例素案自体を修正するべきかど

うかを検討します。回答案は、大筋これで行こうという皆様の合意が得られましたので、

回答案では条文の変更を要する部分はないとなりましたので、条例素案の変更はなしと

いうことになりますが、それでよろしいでしょうか。  

 

   ～ 異議なしの声 ～  
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それでは、条例素案は修正なしで答申するということに致します。誤植等の訂正は会

長に一任ください。  

 

（委員）議事録の別紙１はどのように使われるのですか。  

 

（事務局）別紙１は、第 10 回審議会におけるワークショップで出た意見のうち採用され

たものは議事録に収録しましたので、残った付箋を記録としたものです。  

 

（会長）それでは、議題４として、「逐条解説書の骨子について」に入ります。事務局から

説明をお願いします。  

 

（事務局）資料４により説明します。今日は、逐条解説書の作成方針を審議していただき、

次回の審議会に解説書案を提出する予定で、委員には事前に送付します。  

 

   ～ 資料４を説明 ～  

 

（会長）逐条解説書は、只今説明のありました骨子にもとづいて作成していくと言うこと

でご承認をいただきたいと思います。説明会で配布しました条例素案の解説部分をもう

少しわかりやすく加筆するという形で作成すればいいのではないか思います。  

前文から始まって、一条毎に解説をしますが、詳しく解説すれば文字数が増え、簡単

にすればもう少し詳しく知りたいとなり、この兼ね合いが難しいのですが、その辺のバ

ランスを考慮して作成する事と致します。それでよろしいでしょうか。  

 

～ 異議なしの声 ～  

 

 それでは、そのように進めていただき、次回審議会までに逐条解説書案の作成をお願

いします。  

 それでは最後に、議題５として、「今後のスケジュールについて」に入ります。事務局

から説明をお願いします。  

 

（事務局）今後の条文検討のスケジュールは、資料２の通りです。本日、条例素案からの

変更を議論し、内容を固めましたので、今後は「条例案」となります。  

次回、11 月 12 日開催の第 12 回審議会では「逐条解説書」案の審議をし、できれば確

定していただきたいと思います。11 月 25 日の第 13 回審議会にて、条例案と逐条解説

書案を、会長から町長に答申していただきます。  

  その後、条例案は役所内で検討し、議会への説明も 12 月議会で行った上、町長提案と

して平成 27 年 3 月の議会に提案させていただき、審議と議決を求めることになります。

3 月議会で可決されれば、平成 27 年 4 月 1 日から施行と考えていますが、議会審議も

含めて答申後のスケジュールは、まだ確定したものではありません。  

  施行されれば、条例の周知・理解促進の活動を、皆様のご協力を得て進めていきたい
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と考えております。  

  審議会は、11 月の答申をもちましてしばらく休会となります。ただし、任期は平成２

７年３月までです。その後につきましては、またお知らせ致します。  

 

（会長）町長に答申した後は、町長の権限で修正が必要であれば修正し、町長提案条例案

として議会に提出されます。議会で、真摯な審議がなされることを期待しております。 

何か意見はありませんか。  

 

  ～ 意見なし ～  

 

  意見がないようですので、これで本日の議題はすべて終了しました。事務局から連絡

事項等がありましたらお願いします。  

  

（事務局）今日は、たくさんの議題につきましてご審議いただき、ありがとうございまし

た。審議会はあと 2 回で答申をしていただき、まちづくり基本条例も現実的に動き出す

という段階に来ましたのが、審議会委員の皆様のおかげと思っております。今後とも、

まちづくり基本条例を活用され、まちづくりが推進されますようによろしくお願いしま

す。  

 なお、次回第 12 回審議会は、11 月 12 日（水）、13 時 30 分から、本日と同じ会場で開

催いたします。  

 

以上  

    

   


