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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第 12 回会議 議事録  

  

 

日 時：2014 年（平成 26 年）11 月 12 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分  

場 所：吉野町中央公民館 5 階閲覧室  

出席者：委員 16（欠席 4）  

事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所  

配付資料：議事次第／資料１第 11 回議事録案、資料２－１意見等への回答（修正箇所）

*、資料２－２条例案、意見等への回答の修正について、資料３逐条解説書案について*、

資料４今後のスケジュール*、参考資料意見等への回答（全体）  

   注）＊印は事前に送付  

 

開 会  

（会長） 定刻になりましたので、第 12 回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開会

します。今日は条例案に対する意見への回答、それに逐条解説の案がまとまってきてい

ます。特に逐条解説をご審議いただきます。次回の第 13 回審議会において、町長に条

例案と解説書案を答申しますので、本日の進行にご協力よろしくお願いします。まずは

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 16 名に出席いただいています。欠席は、小﨑委

員、竹内委員、梅本（佳）委員、濱田委員です。  

 

（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。議題１は前回議事録の確認です。議題２で

は、前回、各委員からご意見を伺いご承認をいただきました意見等への回答について、

審議会での意見及び会長の意向を受けて少し文章を整理しています。ご確認願います。

また条例素案についての条文等でその後委員からのご意見を賜っていますので、 終の

検討をお願いします。議題３では、まちづくり基本条例の逐条解説書案ができておりま

すので、それについて審議をお願いします。議題４は、今後のスケジュールについてで

す。  

 

（会長）それでは議事に入ります。議題１の「第 11 回議事録の確認」を議題とします。事

務局より資料の説明をお願いします。 

 

（事務局）各委員に第 11 回審議会会議録案（資料１）をお送りし、内容をご確認いただき
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ましたが、特に修正の要望はありませんでした。本日配布分は個人名を伏せたものです。 

 

（委員）連絡はしませんでしたが、私の発言について訂正したいと思います。9 頁の 1 行

目、外国人参政権について「常に頭の中にはありましたので、“議論していない”という

のは適切ではない」と発言し、その通りなのですが、その後の会長の発言「審議会では

話題には上がりましたが「本条例とは直接関係がない」との結論となりました」と食い

違うのではないかと思います。私は「話題に上げた」と発言していないので。私の発言

を「非公式に委員の間で話しがありましたので、議論をしていないというのは適切では

ない」としたほうがいいのかなと思います。  

 

（委員）8 頁目の 4 行目以下の会長の発言では「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。」とあり、資料２にあるパブリックコメントによる意見で

は「外国人参政権について、審議会で議論されたのでしょうか。」と問うていますので、

回答が食い違うように取られないかと思います。言葉を足す必要はありませんか。  

 

（委員）議論するのと、話題にするのとは違いますから、そこは分けて考えたらいいので

はないかと思います。  

 

（委員）審議会では外国人参政権の問題は議論していないです。外国の人に吉野町のまち

づくりにどうやって参画してもらうのか、ということについての議論はありましたが、

参政権については国政で扱う事項であるから議論はしなかったということと思います。

それを書き分ければいいのではないかと思います。  

 

（会長）では、私の発言を次のように修正します。「外国人を含む町民のまちづくりへの参

加・参画については審議会で話題に上りましたが、外国人参政権については本条例と直

接関係がないとの結論になりました。」。議論していないという表現は適切ではないが、

話題にはなったということですね。ただ、外国人参政権については議論する必要はなか

った、ということです。まちづくりは外国人を含めて関わってもらいたいということで

す。これでいいでしょうか。  

 

  ～異議なしの声～  

 

（会長）今回の議事録署名人は、辻委員と竹谷委員にお願いします。  

では議題２の「意見等への回答の確認と条文の修正について」に入ります。意見等へ

の回答案については、前回に各委員から意見をいただき、原案の承認をいただいていま

す。 終の「意見等への回答」について、本日、あらためて修正箇所をご確認ください。

「条例案」については、その後委員からご指摘のあった部分がありますので、この部分

をどうするかの検討です。事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）資料２－１と資料２－２により説明します。 初に資料２－２の第２項の意見
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等への回答について、別紙の通り（意見番号３，７，８，９）及び前回審議会意見を受

けて修正＋会長の指示による修正と書いてありますのが、資料２－１のことです。それ

では資料２－１をご覧下さい。資料中、意見番号３，７，８，９の箇所ですが、前回審

議会で出た意見及び会長からのご指摘を入れて、下線部分のように修正しました。その

他の部分は変更ありません。  

意見３では、審議会委員の「代表性」について、誤解の無いようにしたということで

す。意見７では、外国人参政権の問題については、話題には上ったが、この条例とは直

接関係がないと言うことですが、今議論がありましたので審議をお願いします。意見８

では、自民党内の通達で、新聞報道でしか内容は分かりませんし、政府見解ではないと

言うことで、その旨指摘しています。意見９では、イデオロギー的な議論に依るのでは

なく、「いつまでも住み続けたい・住み続けられる持続可能な吉野町をつくっていくこ

とを策定の根底としています。」と、審議会の立場を明確にしています。  

 

（会長）意見等への回答については、前回審議会でおおむね合意はいただいていましたが、

４箇所積み残しがありました。資料２－１の修正部分をお認めいただければ、これで正

式回答となります。よろしいでしょうか。  

 

  ～異議なしの声～  

 

（会長）意見等への回答につきましては、既にその一部を広報よしの 11 月号の連載記事

に掲載しています。また町公式ホームページでも公開しており、インターネットを利用

できない住民の方にも配慮して、町内の公共機関にも全文をファイルして、閲覧できる

ように配置しています。  

続いて、資料２－２の説明をお願いします。  

 

（事務局）次に条例の前文についてですが、資料２－２のような訂正意見がありました。 

前文の３行目～５行目にかけてです。原文は「日本の歴史の表舞台に幾度となくその名

を刻み、多くの人々をもてなしてきました。」ですが、ここで「・・・もてなしてきまし

た。」という言葉が用いられています。ご意見は、吉野は歴史においては、「歌書よりも

軍書に悲し芳野山」（注：各務支考）と詠われているように、幾度の戦乱の中で吉野の民

も巻き込まれてきた経緯がありますので、吉野を語る歴史観において、すべてが平穏無

事な状況の中で、多くの人々を「もてなしてきました。」と表現することには少し抵抗感

がある、ということでした。代替案として、歴史の悲哀も含んだ言葉として、 「・・・

迎え入れてきました。」も考えられますが、その直後の「今なお温かく迎え入れていま

す。」と重複するところがありますので、資料２－２にありますように、「その名が刻ま

れ、時と共に行き交った人々の足跡が残されてきました。」としてはどうかという提案

です。  

 

（会長）前文の修正意見、いかがでしょうか。  
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～結構です、との声～  

 

（会長）では、この通り修正させていただきます。歌書よりも・・・は各務（かがみ）支

考、芭蕉の門人の句です。  

もう一箇所あります。逐条解説書の 24 頁にある第１４条の２行目、「より良いまち

（地域社会）をつくろうとする自主的かつ・・・・」の所です。「（地域社会）」となって

いますが、こういう（）書きは条文ではあまり使われないので、ここではむしろ「地域

社会」という言葉そのものを使った方がいいのではないかと思われます。そこで、ここ

の部分から「まち」と「（）」を取り、「より良い地域社会をつくろうとする自主的かつ・・・・」

とするというのが私からの提案です。  

 

～異議なしの声～  

 

（会長）では、提案どおりに修正します。  

次に本日のメインであります議題３「逐条解説書案について」です。事務局から説明

をお願いします。  

 

（事務局）では、事前に送っております資料３により説明致します。逐条解説書は、2 部

で構成されています。1 頁からの第Ⅰ部は、まちづくり基本条例自体の説明や制定の背

景、意義、効果等を整理しています。6 頁からの第Ⅱ部では、前文から始まり第４３条

まで、一条毎に条文と説明をセットにしています。資料３は、事前に送付しています

ので、逐一説明することは致しませんが、合同説明会の配付資料にありました条例の

解説をもとに、条文の意味や背景、根拠法等を示す内容となっております。 

  なお、今日の資料としては、冒頭の注意書きにあるとおり、参考としてこれまでのワ

ークショップを含めた審議会で議論の結果、逐条解説書に盛り込もうとなったもの

を、青字かつ斜体で、条文のすぐ後に示しています。 

 

（会長）青字部分は答申では削除されます。分量が多くご苦労いただいたと思います。事

前にお読みいただいていると思いますので、ご意見をお願いします。  

 

（委員）3 頁目の下側の図中の「市民」や「市政」とあるのは「町民」、「町政」ですね。そ

の上の文章中の「市民・議会・行政」も「町民・議会・行政」ですね。修正お願いしま

す。もう一つ、5 頁目の構成案、条文の番号の数字を後ろにつけたのは何か意図がある

のでしょうか。「第○条」と前に書いた方がいいと思いますが。6 頁の目次も同様です。 

 

（会長）これらは「町民」、「町政」に修正します。条文番号は前にしましょう。  

 

（委員）3 頁目と 4 頁目に「町政」と「行政」という言葉が混在していますが、統一した

方がいいのではないでしょうか。  
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（会長）ここは、使い分けしています。「行政」は議会と並ぶ団体自治の主体であって、「町

政」というのは行政が行う町運営の営みつまり施策を実施する活動ですので、意味が異

なります。このままで良いと思います。  

 

（委員）3 頁の下の図で「町民」に直すのであれば、右側の欄も「町政」に直すのですね。  

 

（会長）先ほども指摘がありましたようにそう致します。一度、事務局で「町政」等に関

する文言を確認しておいてください。  

検討の進め方ですが、前から順番に検討していきましょうか。  

 

～賛成との声～  

 

（会長）いま第Ⅰ部と第Ⅱ部の目次（7 頁）までは確認しました。幾つか文言の修正があ

りました。前文は議題２で検討したように修正します。8～9 頁はいかがでしょうか。  

 

（委員）前文の部分ですが、「千本桜」と言われるようになったのは江戸時代あたりからで、

1000 年前から言われていたわけではありません。書き方に間違いがあるというわけで

はありませんが、確認しておきたいと思います。  

 

（会長）私も吉野の桜の由来は存じています。室町時代から信仰の証として桜の植樹が始

まったようで、その積み重ねが結果として千本桜となったようです。歴史的にはそうい

うことですが、表現としてはこのままでいいのではないでしょうか。  

 

（会長）10～11 頁、条文の総則部分の解説はいかがでしょうか。第２条の町民の定義に関

する説明で、住民投票の請求は有権者に限られると明記しています。こう書いておくと、

先ほどの外国人参政権については議論の余地がありません。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次は 12～13 頁の、基本理念と基本原則についてですが、いかがでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）では 14～15 頁の町民の権利と役割、責務、青少年及び子どもの権利についてで

す。第５条の「障がい」という用語については平仮名を交えるということで合意したと

思います。国の法律等では「障害」と漢字表記ですが、この条例は自治立法ですから、

どう表記するかは吉野町の自律性によります。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  
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（会長）次に 16～17 頁です。事業者の役割と責務、そして情報の公開と共有に関する部

分はこれでいいでしょうか。もちろん、後から意見を出して下さっても結構です。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 18～19 頁です。会議の公開と情報の収集、管理と個人情報の保護について

はいかがでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）20～21 頁の参加、参画と協働のまちづくり、参加、参画と協働の仕組みについて

はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

（委員）21 頁上から 2 行目の「アドプト制度」について解説が必要ではないでしょうか。 

 

（会長）では、説明を入れるようにしましょう。里親とかいう表現だとかえって混乱する

かもしれませんが。他によろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 22～23 頁の住民自治の定義、あり方、原則及び基礎的コミュニティ、そし

て地域自治団体についてです。将来的に自治協議会をつくることができ、その内容は規

則で定めます、というものです。この解説でいいでしょうか。  

 

～良いと思います、の声～  

 

（会長）次に 24～25 頁では、自治協ができた時の規定と、地域にこだわらない町民公益

活動についての説明です  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 26～27 頁です。26 頁の生涯学習の部分はこれでいいですか。27 頁は町議会

の役割と責務です。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次は 28～29 頁の、町議会議員の役割と責務、倫理、町長及び町の職員の役割と

責務です。町議会についても町議会議員についても地方自治法の内容を超えるものでは

ありませんが、基本条例には町民に分かりやすく示しておこう、という趣旨で盛り込ま

れています。  
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一方、町長や職員の責務に関する条文は、踏み込んで上乗せしている部分もあります。

職員の責務の 4 項にあるような「町民の一員としての自覚」などは地方自治法にはあり

ません。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 30～31 頁の町政運営です。総合計画、総合計画、財政運営について説明し

ています。第 25 条の総合計画は、地方自治法の上乗せになります。地方自治法の改正

により市町村の基本構想と言われる総合計画策定の義務は廃止されていますが、それで

いいのかという議論があります。吉野町では、きちんと総合計画をつくりますというこ

とをこの条例で担保しています。基本構想については議会の議決を経ることにしていま

す。  

  第 26 条総合計画も、第 27 条財政運営も地方自治法の趣旨を生かしながら、より詳し

く細やかに書かれています。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 32～33 頁の町政運営のうち政策法務や法令順守、説明責任、応答責任です

が、町民にわかりやすくするために地方自治法よりは詳しく規定しています。第 29 条

法令順守は当然のことですが、より細やかに書いているのと、地方自治法にはない公益

通報制度を設けることを上乗せして規定しています。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次の 34～35 頁の町政運営のうち第 30 条説明責任、第 31 条応答責任についてで

すが、これも地方自治法上にはここまでは書いていませんが、町政について町民に分か

りやすく説明しましょう、何かあればすぐに対応しましょう、ということが書かれてい

ます。  

第 32 条は広報・広聴やパブリックコメントをきちんとやります、ということです。パ

ブリックコメントは、地方自治法上にはない吉野町独自の上乗せ部分です。実際に吉野

町を含め多くの自治体でパブリックコメントは行われていますが、要綱等でやっている

ことが多いようです。自治体の条例できちんと担保しているのは、関西では 3 市程度し

かありません。吉野町では、この条例が施行されたときはこの条例に基づいて実施する

事になります。  

第 33 条行政手続については、吉野町では行政手続条例は既にできていますが、この

条例できちんと位置づけようというものです。第 37 条行政評価についても、吉野町で

は要綱でやられていると思いますが、条例で担保し、しっかりした根拠のもとで行政評

価をすることになります。これも地方自治法で義務付けられているものではないので、

吉野町独自の上乗せになります。  
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（委員）「広報よしの」やケーブルテレビは何パーセントぐらいの町民に読まれたり、見ら

れたりしているのですか。  

 

（事務局）ケーブルテレビの視聴率については私達も分かりませんが、町民への情報提供

については多様な媒体を使ってわかりやすくやることを心がけたいと思っています。広

報誌を楽しみにして情報を得られている方も多いと聞いております。  

 

（委員）34 頁の第 31 条の解説文の 4 行目の「齟齬」という言葉は難くないですか。  

 

（会長）「食い違い」等もっとやさしい言葉に言い換えましょう。  

第 35 条の外部監査ですが、これは、地方自治法上は中核市以上にしか義務付けられ

ていませんが、吉野町では積極的にやると言うことで上乗せしています。ここのところ、

よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 36～37 頁の町政運営のうち危機管理、そして住民投票についてです。第 36

条危機管理も地方自治法上に規定はありませんが、リスクマネジメントにもかかわる大

事な規定です。皆さん既にお気づきのように、地方自治法は骨格だけ示して、詳細は自

治体の主体性に委ねられていることが多いのです。だからこそ基本条例が必要なのだと

思います。  

第 37 頁の住民投票は、実は地方自治法通りの条例制定及び改廃請求権のとおりの規

定にしています。ただし 4 項の投票資格者への配慮部分は定住外国人や未成年者に配慮

するようしています。もっとも住民投票には法的な拘束力はなく、参考意見扱いなので、

「尊重する」というのが精いっぱいです。しかし、ある程度は民意が示されたという解

釈はできるでしょう。  

ここのところ、よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 38～39 頁の世界遺産等を活かしたまちづくり、広域連携、国際交流・多文

化共生、条例の位置づけや見直しについてです。第 38 条世界遺産等を活かしたまちづ

くりは、完全に吉野町独自の条文で、解説でもその心意気を表わしています。第 39 条は

広域連携です。  

 

（委員）第 38 条に関連してですが、世界遺産は登録抹消もありえます。例えば以前に議会

でも発言しましたが、世界遺産の地域には電線の地中化が勧告されていますが、多額の

費用がかかり住民負担が増えたり、土地の形状の問題があるために実現できていません。

そういうこともふまえ、条文は保全と継承に努めるという努力規定になっていますが、

この先も世界遺産が取り消されたりすることのないよう、住民の負担も含めてもっと強
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い規定で担保する必要があるのではないでしょうか。  

 

（会長）世界遺産を具体的に今後どう生かすかの突っ込んだ議論は、この審議会ではでき

ていないというのが実態です。これは基本条例なので、具体的な施策を展開するには「世

界遺産を活かしたまちづくり条例」のような個別条例が必要なのかもしれません。いま

委員が言われたとおり、電線地中化等は高額な経費がかかるので、吉野町単独でやるの

は困難だろうと思われます。使える国の補助金メニューなどがあるか、などの検討が必

要です。いずれにせよ今後の話なので、基本条例では「努めます」としておくのが適切

と思います。「しなければならない」とするとその中身がすぐに問題になりますので、具

体施策は今後の課題として置いておきたいと思います。  

 

（委員）電線地中化の話を出してもらってありがたいです。議会にもその旨の要望書を出

しましたが継続審議中で、関西電力にも要望していますがまだ動きがありませんし、地

元には大きな負担があるようです。吉野山に関しては「吉野山まちづくり協議会」をつ

くって 6 年になります。「吉野町吉野山景観保全まちづくり協定」の景観住民協定は平

成 25 年 5 月には県知事の認定も得ています。世界遺産登録の際の条件は、電線の地中

化、檜を植えること、駐車場を整備して軒下に停めないことの 3 つだと聞いていました

が、文科省の世界遺産登録の担当者に来てもらい説明会を開いた時には、条件として地

中化の件はありませんでした。ともかく、電線地中化は小さな町では本当に難しい問題

だと思います。  

 

（委員）世界遺産に登録されて、吉野山にはなにかメリットはありますか。先行的な地域

では、「規制ばかりだ」と聞いていますが。  

 

（委員）直接的なメリットはありませんが、世界遺産は地元で守っていくものだと考えて

います。世界遺産になる前の昭和 11 年に吉野山が国立公園に指定されて以降、15 米以

上の建物は建てられないなど、住宅の建築・改修など随分規制がかかっています。  

 

（委員）私は世界遺産であり続けるために、町民の皆さんで力を合わせていくためにも何

らかの担保を明記する必要があると思っています。逐条解説で、登録取り消しになるか

もしれないこと、永続的な保全のためになにか手立てが必要だということを明記できな

いでしょうか。  

 

（委員）私は、世界遺産の取り消しはないと思っています。なぜなら、「紀伊山地の霊場と

参詣道」には 3 県が関わっていますので、奈良県の部分だけ取消という訳にはいかない

でしょうから。  

 

（会長）国がどれだけの支援をするかにも懸かっていますが、世界遺産ということを活用

して、使える施策に関する情報を自治体で集め、対応策を組み立てる必要があると思い

ます。ここのところ、よろしいでしょうか。  
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   ～異議なしの声～  

 

（会長）それでは、第 39 条広域連携や、第 40 条国際交流・多文化共生、第 41 条条例の

位置づけについてはいかがですか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）次に 40～41 頁の、第 42 条条例の見直し、第 43 条第三者機関についてです。ま

ちづくり基本条例・自治基本条例では、5 年ごとに見直し、条文をより柔らかくすると

か、追加するとか、そういう見直しをすることになっている例が多いです。その間に新

たな問題が出てくるかも知れません。ただ、廃止ということはあまり聞いたことがあり

ません。その条例の見直し等を審議するためにも第 43 条では第三者機関（審議会）を

設置し、点検していくことを規定しています。この第三者機関は「吉野町まちづくり基

本条例推進委員会」という審議会です。ここにおられる方もその審議会に入られること

もあるかもしれませんね。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議なしの声～  

 

（会長）さて、ここまでで逐条解説案をチェックしていただく作業を行いました。全体を

通じて、なにか意見はありませんか。  

 

（委員）第 29 条公益通報の第３項の解説の中で（33 頁）、「職員にも、そのような行為が

行われていることを知ったときやそのような場に遭遇したときは、その事実をすみやか

にしかるべき部署に通報しなければならないことを義務づけています」と書いてありま

すが、「しかるべき部署」というようなあいまいな書き方でいいのでしょうか。  

 

（会長）まだ制度ができていませんので、条文では「その事実をすみやかに通報しなけれ

ばなりません。」と書き、解説では「しかるべき部署」と書いてあるわけです。このように

きちんと見て下さる委員は本当にありがたいです。  

他になければ、一旦これで確定させてください。「どうしても気になる」ことがあれば発

言してください。対応を考えましょう。  

それでは議題４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４の通りです。本日で条例案、逐条解説

書案が固まりましたので、次回 11 月 25 日火曜日午前 10 時 30 分よりの第 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、条例案は役場内で検討し、議会への説明も行った上、町長提案として予定で

は平成 27 年 3 月の議会に提案し、審議と議決を求めることになります。3 月議会で可決
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いただければ、平成 27 年 4 月 1 日から施行したいと考えていますが、議会審議の行方

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。  

  4 月 1 日に施行されましたならば、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と考えております。審議会は、次回 25 日の答申をもちまして一旦

中入りですが、その後は条例の周知・広報活動でご協力をお願いしたく存じます。委員

の任期は平成 27 年 3 月までということでお願いします。  

  また、その後の動きにつきましては、折に触れ委員の皆様にはお知らせしたいと思っ

ております。  

 

（会長）次回審議会で町長に答申をさせていただきます。私達の審議会は、町長の諮問機

関ですので、町長に意見を返すのが仕事です。ですから、町長が、修正が必要だと考え

られたなら町長権限で修正され、それを町長提案として議会に提出されます。議会で真

摯な審議が行われることを期待したいと思います。  

 

（委員）1 月の庁内検討では、他の条例との整合性の検討、また諸条例との突合せ作業は

するのですか。  

 

（事務局）諸条例との突き合わせは、庁内調整である程度はやってはきていますが、一度

には難しいので、条例が施行されれば担当部署と協議をして進めていきます。この条例

に「別に定める」とあるものについても検討に入りたいと思います。１月はこの基本条

例に関しての調整を行います。  

 

（委員）施行前にしておいた方がいいと思います。施行後慌てることのないようにしてく

ださい。  

 

（会長）今の質問は、「別に定める」とあるところは別途条例や規則をつくる必要があるの

ではという指摘でしたが、これには条例にするか規則にするかなどの判断や、新たな体

制をつくらなければならなくなるなど一気呵成には難しいかと思われます。  

  なお、答申したからと言ってまちづくり基本条例が制定された訳ではありません。議

会で承認をいただかないと施行されませんので、皆さんは条例案をつくった当事者とし

て議会審議を是非注目してください。皆さん方が傍聴されると、議員さんも熱が入ると

思われます。  

 

（委員）資料３の点線で囲まれた参考部分（地方自治法などが書かれている部分）は残す

のですか。  

 

（会長）青字部分は消しますが、参考法令部分は残ります。  

 

（委員）資料３の 1～5 頁の第Ⅰ部も逐条解説書に残るのですね。例えば、3 頁の下の図中

ので、「議会での政策形成力の向上」などとなっているが、これができているかをどう評
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価するのですか。  

 

（事務局）ここは条例ができたときに「期待できる効果」でして、「評価」について言って

いるわけではありません。  

 

（会長）この条例が出来た事による効果は、第 43 条にあります第三者機関である程度評

価することになると思います。定量評価は難しいので定性評価になるかもしれません。

すべての行政の事業については、第 34 条で行政評価を行うことになっています。議会

については、議会自身が自己評価をなさるでしょうし、必要とあれば外部評価をされて

もいいわけです。いずれにせよ議員は 4 年ごとに選挙で評価されると言うことです。  

 

（委員）条例施行の効果として、「議員の政策能力向上」と言い切るのには違和感が残りま

す。  

 

（会長）これだけ町民にも、中学生にもわかりやすい条文になったのですから、議会の活

動も行政の活動も町民に見えやすくなるはずです。すると個別要求型、モグラたたき的

な町政ではなく、議会も町の将来像を軸に話し合いがなされるだろう、ということをこ

の図では示しているわけです。  

 

（委員）議会や行政だけでなく、町民全体の意識が高まるということでしょう。  

議会で議決した場合、つまり施行後の普及方法についても考えておかねばなりません。

子どもへの啓発など、30～40 年後に向けて、子どもがどれだけ理解できているかどうか

が大事と思われます。これを運用していくのは今の子どもたちです。教育関係者に「中

学生には難しい」という意見がありましたが、それも当然かもしれません。ですから、

定期的に青少年に対する啓発の体制を整えていく必要があると思います。学校へ足を運

んで、グループ学習するような仕組みを、年数をかけてでも構築する必要があると思い

ます。  

 

（会長）愛知県高浜市では、自治基本条例策定審議会メンバー6 人ぐらいで、施行後「自

治基本条例ひろめ隊」を結成し、紙芝居を教材に小学校を回っています。町政の仕組み

について解説したところ理解が進み、子ども達が議員の仕事にも関心を持ち始めたり、

ゴミの不法投棄の監視も行うようになったと言われています。議員さんらも「小学生が

挨拶してくれるようになった」と喜んでいます。市民が小学生にもわかりやすく伝える

ツールやスキルを開発したのです。そういう啓発ツールや、分かりやすいガイドブック

を考えてみたらいかがでしょう。  

 

（委員）この条例について子どもたちにもわかりやすく伝えるための検討をしてもらった

ほうがいいですね。  

 

（委員）この条文自体は、小学校の教科書にはならないので、サブテキストが必要ですね。  
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（委員）高浜市に問い合わせをしてみましょう。  

 

（委員）条例と逐条解説書ですが、どの程度の大きさの、どんな体裁で発行するのか気が

かりです。 近、女性向けのファッション誌は、同じ内容で大判とコンパクト版の両方

を出版するようになっています。小さい方が持ち歩きやすいが、小さくすると読みにく

くなる欠点もありますが。要は、話題になって時に直ぐにその場で見れるものがあると

わかってもらいやすいのですね。そこで、これらがどのような形に仕上がるのかが気に

なります。  

 

（会長）これまで体裁までは、まったく意識していませんでしたね。  

 

（委員）私達のような高齢者は、文字が小さすぎると見にくくなります。  

 

（委員）逐条解説書と本文とを一体化するのか、などの検討も必要ですね。  

 

（委員）今日の解説書案のようにしっかり書かれていて分厚いものも必要ですが、簡易版

も必要かと思います。  

 

（委員）「手帳」サイズ程度が使いやすいのではないですか。  

 

（委員）ポケットブック的なものがほしいということです。  

 

（会長）議決されて、条文と逐条解説が確定すれば、易しい言葉に置き換えるなどもっと

コンパクトにする作業ができるかもしれません。それも今後行政で考えてください。多

少予算がかかるかもしれませんが。  

 

（委員）ホームページをスマートフォンで見れば、文字を大きくも小さくもできます。  

 

（委員）スマートフォンを持っていない人もいますので。  

 

（会長）今は決められないので、審議会からの要望としておきましょう。  

 

（委員）完全版と簡略版と 2 種類つくってほしい、と要望しましょう。  

 

（会長）今後は皆さんがどんどん広めてくださることをお願いしておきます。  

これですべての議題の審議が終わりました。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）1 年以上も熱心に審議して頂きありがとうございました。次回はいよいよ答申
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となります。要望等いろいろ聞かせていただきましたことは、事務局としても検討した

いと考えております。  

次回第 13 回審議会は、11 月 25 日火曜日、午前 10 時 30 分から、今日と同じ会場で開

催します。  

 

以上  

 

 

       

    

 

 


