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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第 13 回会議 議事録  

  

 

日 時：2014 年（平成 26 年）11 月 25 日（火）10 時 30 分～11 時 45 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 12 回審議会議事録案 *、答申（写）、吉野町まちづくり基本

条例案 *、吉野町まちづくり基本条例逐条解説書案 *、資料４今後のスケジュール  

        注）＊印は事前に送付  

 

開 会  

（会長） 第 13 回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開会します。本日はまちづく

り基本条例案、逐条解説書案がまとまりましたので、これらを町長に答申させていただ

きます。この審議会は昨年 10 月にスタートして以来今回で 13 回を重ねております。皆

様には熱心かつ誠実な討議をいただきありがとうございました。まちづくり基本条例と

いう、町民・町議会・町行政で進める自治経営の基本となるルールが、このように名実

ともに町民参加、町行政との協働で進められてきたことはたいへんすばらしいことです。

今後、本条例が活用され、町民主体のまちづくりが進められていくことを期待したいと

思います。  

  議事に入ります前に、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、辻委員、

森口委員、森川委員、竹内委員です。  

 

（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。最初に、

会長から町長に吉野町まちづくり基本条例案と同逐条解説書を答申していただきます。

その後、会長と町長からご挨拶をいただきます。  

  議題１では前回の審議会の議事録の確認を行っていただきますが、第 12 回審議会に

おいて、第 11 回審議会議事録の修正が行われましたので、その報告も併せ致します。

議題２は、今後のスケジュールについてです。  

  なお、議事に入りますまでは、事務局の方で進めさせていただきます。  

  それでは、本審議会が一年余り熱心にかつ慎重に審議して参りましたその成果を町長

に答申していただきたいと思います。会長と町長、前にお並びください。  
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 ～ 会長より町長に答申を手渡し ～  

 ～ 会長 答申書を読み上げる ～  

 

（事務局）ありがとうございました。では、会長と町長からご挨拶をいただきたいと思い

ます。まず、会長、よろしくお願いします。  

 

（会長）皆さま本当にありがとうございました。ここにお集まり下さいました皆さまの熱

心で真摯かつ誠実な討議のおかげと思っております。この条例が議会で議決されたとき、

じつはその時がスタートなんです。この条例ができてもすぐに何かが変わるわけではあ

りません。ただ、町民がまちづくりに参加・参画していくときの仕組みができ、それを

活用して吉野町を住みよい町にしていくさまざまな取り組みが開始されるその基盤を

つくるという条例です。今後のまちづくりに、この条例を多面的に活用していただくこ

とを願っております。ありがとうございました。  

 

（事務局）次に、町長から、挨拶をお願いします。  

 

（町長）ただいま答申をいただきました。長期間にわたり中川会長をはじめ審議会の皆様

には熱心な討議をしていただきましてありがとうございました。審議会にはあまり出席

できませんでしたが、議事録等により熱心な討議により進んでいることを感じておりま

した。途中ではまちづくりフォーラムや地区別合同説明会を開催していただきました。

まちづくり基本条例は町民の皆さまにはまだまだ浸透していません。なぜこのような条

例をつくるのか、という声があるかもしれません。しかし、吉野町が協働のまちづくり

を進めていく、町民が自分たちでまちづくりを進めていく、ということが言われていま

すが、それがどういうことなのかを、拠り所となるまちづくり基本条例で説明できるよ

うになったと考えています。町も、我々の責務やまちづくりについて皆様にしっかり説

明して進めていくべきことが示されるなど、町政運営のルールが明記されたことは町政

運営にとって大変有意義であると確信しております。中川会長のおっしゃったように、

議会で議決され施行されたときがスタートです。その後はこの条例を町民の皆さまに説

明していくかが課題ですので、しっかり啓発活動をしていきたいと考えております。日

本国では憲法があって法律があるというようなことは学校でも習いますが、吉野町でも

このまちはこのような考え方でつくられていくのですよ、このようなルールで動きます

よということを、まちづくり基本条例を通して小学生にでもわかってもらえるようにす

る必要があります。中味についても、まだこれからつくられて行くであろう自治協議会

のことも書かれており、発展していく内容となっていますし、時代の変化に応じて変え

ていくこともできる、成長する条例といえます。吉野町でも少子高齢化が進んでいます。

世間では「消滅自治体」という言葉が聞かれます。しかし、みんなで力を合わせていけ

ば、まちは維持していけるし発展も可能であると信じております。今日答申をいただき

ましたので、議会での審議を経て条例が通りましたら、町民の皆様に理解していただき、
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本当の協働のまちづくりができていき、よりよい吉野町をつくっていけると思っており

ます。最後になりますが審議会委員の皆様に感謝を申し上げてあいさつとさせていただ

きます。ありがとうございました。  

 

（事務局）ありがとうございました。進行を会長にお返しします。  

 

（会長）以上の通り、町長に答申することができました。  

  では、議題１の「第 12 回議事録の確認」を議題とします。事務局より説明をお願いし

ます。  

 

（事務局）今回は審議会の間が短かったこともあり、事前に議事録案をお送りしましたが、

訂正意見を前もって受けることはできませんでしたので、お気づきの点を本日、あるい

は後日ご指摘いただければと思います。出されました訂正意見を反映したものは、会長

と事務局で整理し、後日送付させていただきます。本日は委員名を消したものを資料１

として配布しております。  

  なお、前回第 12 回審議会において、第 11 回審議会議事録の修正が行われましたので、

その報告も併せ致します。改訂版の第 11 回審議会議事録を事前に送っております。修

正箇所は、9 ページの最初の会長のご発言の部分です。これに伴い、パブリックコメン

トの意見等への回答の、意見番号７を修正しております。  

 

（会長）前回第 12 回議事録については、今日まであまり時間がありませんでしたので、今

口頭で修正をいただくか、後日修正意見を事務局に送っていただくかとしたく存じます。

修正意見は、私と事務局で整理し、後日送付します。その後、公開の対象とします。ど

なたからでも、修正意見があればお出しください。  

 

（委員）9 頁の、「早いうちに教育委員会にも、この条例について伝えていったほうがいい

ですね。」のところですが、「この条例について子どもたちに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。」という趣旨でしたので、訂正をお願いします。  

 

（会長）そのように訂正します。他にも訂正意見がありましたら、1 週間くらいの間に事

務局に伝えてください。よろしくお願いします。最終の議事録署名人を指名致します。

中井委員、戌亥委員にお願いします。  

  次に、議題２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。本日条例案、逐条解説

書案が答申されました。今後は、条例案は役所内で検討し、議会への説明も行った上、

町長提案として平成 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 月議会で可決されれば、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。施行
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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と考え

ております。  

  審議会は、みんなで集まりますのは本日で最後ですが、今後は条例の行方にご注目を

いただくとともに、条例の周知・広報活動へのご協力をお願いします。その後の動きに

つきましては、折に触れお知らせ致します。  

 

（会長）町長付属機関である当審議会が町長に答申を返しましたので、町長の権限で必要

な修正等を施されることもあり得ることはご承知下さい。その後、町長提案条例案とし

て議会に提出されます。議会で、審議の上議決されることを期待します。審議会委員の

皆様も、議会の傍聴などで議員さんへの応援をすることもお願いします。  

  委員の皆様の任期は 3 月末までですが、こうして集まるのも最後ですから、お一人づ

つ、これまでの感想や条例の活用への意見、町長へ伝えたいことなどをお話し下さい。 

 

（委員）議会はいつでも傍聴できるのですか。  

 

（会長）委員会と本会議の日程が決まりましたら、委員にお知らせいただけますか。  

 

（委員）委員会での傍聴は議長判断となります。本会議は、初日は議案の説明だけで、討

議・議決は最終日となります。  

 

（会長）ありがとうございました。では、こちらから発言をお願いします。  

 

（委員）この条例は、委員の声をできるだけ条文に取り込んでもらえてよかったと感謝し

ています。この条例が吉野町の発展につながることを期待するとともに、施行後町民か

らいろいろな意見が出たら町として対応していただきたいと思います。  

 

（委員）条例案を我々がつくるという重い仕事を与えられ、大変勉強になりました。今後、

この条例がどのように活用されていくかを見守りたいと思います。  

 

（委員）審議会に参加していい意見を聞かせていただきました。東京の一極集中的な発展

の一方地方は大変な状況になっているという現実もあります。自治体が消滅するという

話題が取り沙汰されていますが、吉野町は生き残ると思っています。若い人に、特に学

校教育で吉野町に残ってもらうことを教えていく必要があります。今後、町民、議会、

行政が一体となってまちづくりを進めてほしいと思います。  

 

（委員）前文に、「よしのよく見よ・・・」の万葉集の歌を入れてもらったことは心に残っ

ています。今からがスタートと聞きました。前回の審議会で愛知県高浜市で、市民が紙

芝居を使って小学生に自治基本条例の説明していると言うことでしたが、私もお話し会

をやっていますので、こういうことに何かお役に立てたら幸いです。  
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（委員）審議会に参加させていただき、勉強になりました。吉野町の条例案は 11 章 43 条

と他の自治体のものと比べても充実していますが、やはり町民が関心を持っているとこ

ろ、例えば町民の権利や住民自治について充実しているのはよいと思います。今後は、

この条例により町政運営の指針ができたところで、これからがスタートということで、

お年寄りから子どもまでが理解していただき、何らかの形でまちづくりに参加してもら

えるような手立てが必要と思います。そのまちづくり活動の経験を通して条例を理解し

ていただくのが確かと思います。住民の関心を引き出す事が大切です。条例のポケット

版をつくるなど、日常的に携帯できるなどの工夫があってもいいのではないでしょうか。 

 

（委員）吉野町に住んで間もなく２年になりますが、まちづくり基本条例策定審議会に参

加出来、良かったと思います。私もこれからがスタートだと思っています。自分の置か

れた立場で役にたてたら幸いです。まちづくりでは安心、安全をうたっていますが、私

の住んでいる団地は、今年もバイクの盗難や部品の一部の盗難等の事件が起こっていま

す。私が越してくる前の年には団地に止めてあるバイクの会議が全部壊されるという事

件があり、防犯カメラという話も出たようですが、予算が無いと言う事でそのままにな

っています。警察が調査した結果、地元の高校に通う学生だったと聞いています。団地

が建った当初からバイクの盗難はあり今も一向にその対策が取られていません。先程あ

る委員から「若い方に、特に学校教育で吉野町に残ってもらう事を教えていく必要があ

る」と言われましたが、私の団地からも地元の高校に通う生徒がいますが、学校に行く

前に煙草を吹かしながら通学しているのを何度も見ています。見て見ぬ振りをすること

は簡単ですが、何の進捗もありません。今回のまちづくり基本条例策定審議会で進めら

れてきたことが、今後の吉野町の発展につながることを期待します。  

（委員）まちづくり基本条例ができたからといって、吉野町がすぐに変わるわけではあり

ません。この条例案も、ごく当たり前のこと、道徳的な事が書いてあるだけですが、こ

のような当たり前のことを文章化することはとても難しく、大事な事です。世界では当

たり前のことを言ったり、文章化することも禁じられている国もあり、ここで当たり前

のことを書き込んだ条例ができるということは、日本が民主国であることを自覚し、確

信させるという面もあります。まちづくり基本条例というものは、本当はもっと以前か

らあってしかるべきものですが、当たり前のことが文章化されることを通して、このよ

うな国、まちに住んでいることが自覚されるという意味は大きいと思います。  

 

（委員）日本人の美徳が反映した美しい条例案ができたと思っています。一方、まちづく

りというものは泥臭いところがありますので、この条例がその泥臭さの中でも活用され

るものになることを期待しています。条例案作成の過程で、パブリックコメントや説明

会で町民から意見を出していただいていることも貴重な事であると思います。町民の意

見は奥深いものがあると受け止めています。さまざまな意見を今後も条例や運用に反映

していくことを期待したいと思います。  

 

（委員）審議会に参加させていただき、尊い経験をさせていただきました。日本人の心を

取り戻す、吉野のふるさとという言葉を取り戻すような機会をいただき、言葉の力を再
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認識しました。吉野町まちづくりという条例の名前は、言葉通りの内容を引き出すもの

と思います。吉野が世界中から注目されるよう、これから成長し発展していく条例にな

ることを期待します。  

 

（委員）この審議会の委員を公募していることを「広報よしの」で知り、この条例は、無

いといけないものと思い、応募し参加しました。いままで無かったものがやっとできま

した。せっかくできたのですから、この審議会が終わっても、この条例を町民に浸透し

ていく会ができたらいいと思っています。子どもや若い人に理解してもらうような具体

的なやりかたをみんなで考えていけたらいいと思います。これが浸透し、みんながまち

づくりに参加するようになれば、将来吉野町が消滅するというようなことはないと思い

ます。せっかくできたのですから、これからも守っていきたいと思います。  

 

（委員）まちづくり基本条例は、町民、議会、行政が三位一体となって吉野町のまちづく

りに取り組む仕組みができたと理解しました。こ条例は、近隣でできないことは地域で、

地域でできないことは町行政で、という考え方で貫かれているように思います。これか

らは、何でも行政に依存するというやり方は、まちづくり基本条例になじまないと思わ

れます。小学生にもこの条例を理解してもらい、ひいてはまちづくりを支える人材づく

りにつなげていく必要があると思います。  

  

（委員）最初はできるのかなと思っていましたが、休むこともなく出席して議論に参加で

きました。この条例は、これまでにあったルールをはっきりと文章化したものと思いま

すが、これをいかに町民に浸透していくかが課題です。議会や行政の役割はもちろんで

すが、人口が減っていく中で住民が互いに助け合って、協働して地域を活性化していく

か、地域づくりをしていくかが大切であると思います。この審議会に参加された方は地

域の牽引役にならないといけないと思います。地域の集会や活動にも、言われて参加す

る人はありますが、自発的に行動する人は少ないのが現状です。こうした中、この条例

を数多くの方に理解していただくためにも、広報活動等が大切と思います。我々も、地

域へ帰ったら、機会を捉えて話をしていきたいと思います。  

 

（委員）吉野町が六カ町村が合併し生まれて約半世紀になりますが、まだまだ旧の町村・

集落の枠を越える発想が根付いていないように思えます。しかし、これからは集落の壁

を越えて、吉野町としてのアイデンティティを持たなければならないのではないかと思

っていましたが、前文に「よき人のよしとよく見て・・・」があるのは、吉野山はもと

より、宮滝宮、国栖、中荘、龍門などなど、万葉の時代から重要な位置を占めていた地

域であるという、吉野を大きくまとめるイメージを示していて、非常に良かったと思い

ます。  

  まちづくりということでは、30 年以上前に明日香村で景観条例（注：昭和 55 年に古

都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古都保全法）による歴史的風土特別

保存地区に指定され、また奈良県風致地区条例による風致地区に全村が指定された。平

成 23 年に明日香村景観条例を施行。）ができて、明日香といえば誰もがイメージする美
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しい景観がつくられてきました。これは、景観だけでなく、明日香村の住民が美しい景

観を育てる熱い思いを持って 30～40 年間頑張ってこられてきたことが今の美しい風景

につながっているのだろうと思います。その結果、明日香村には大勢の観光客が来てい

ます。この吉野町まちづくり基本条例ができたことによって、万葉集の歌に表されてい

るように吉野町全体のアイデンティティを持ってまちづくりを進めていくときの基礎

ができたのだと考えています。吉野町も、明日香村のように 30 年、40 年先を見据えて

まちづくりに取り組んでいくことが大切だと思います。そのスタートとしてまちづくり

基本条例が提案され、遠い未来を見据えたまちづくりへの思いが原動力となり、ここま

で来たのだと思います。今後も頑張らないといけないと考えています。その思いがあれ

ば、将来町が消滅するなんてことにはならないと思います。  

 

（委員）以前から地域づくりの問題で悩んだり行動していたところ、この審議会への参加

を誘われました。私は、地元の区のルールを書面化、文章化したのですが、書面化した

ものを地域の皆さまはあまり読んでくれていないということがあります。このように、

ルールを書面化したものはなかなか浸透していかないというのが、体験から得られた実

感です。区の役員をしているとあちこちの会合の場へ出ることが多いのですが、そこで

「生きることは、行動することだ。」といつも言ってきました。行動すれば、何らかの応

答があります。最初は、「区長が好きでやっているんやろ」という反応が多かったのです

が、そのうち、「やっぱり、何かしないと・・・。」となってきます。こういう風に、住

民を巻き込んでいくこともやってきました。自主的に行動してくれれば、私もすぐにそ

こに乗るのですが、なかなか自主的に行動する人が生まれず、我々が引っ張っていかな

いと動く人は少ないようです。まちづくり基本条例ができて、これから具体的に活用さ

れる姿が見えてくると、皆さまもそれに飛び乗ってくることも期待できるのではないで

しょうか。インターネットで他自治体のまちづくり基本条例等を見ても、その自治体で

具体的に何をやっているのかはあまり見えてきません。そのまちに行って見ないとわか

らないのでしょうが。これからは、まちづくり基本条例の精神を行動として表すことが

大切と思っています。私の地域でも、まちづくり基本条例を活かしたまちづくりを進め

ていきたいと思います。  

 

（委員）皆さまがさまざまな意見を出し合い、非常に参考になりました。このまちづくり

基本条例の全 11 章には、町民、議会、行政のなすべきことが網羅されていて、いい条

例ができたと思っています。ただ、説明会でのアンケートでは、大半の方がこの条例に

ついてあまり理解をしておられない状況がありましたが、第 1 回目でしたので、町民の

関心がまだ浸透していなかったからと思われます。吉野山で景観保全まちづくり協定を

立ち上げ、6 年間活動してきましたが、やっと県の条例で認定され（注：平成 25 年 5

月）ました。このように、何事も産みの苦しみというものがありますが、できてしまい

ますと案外スムーズに進むものです。この審議会は今日で最後ですが、私はここで終わ

ったとは思っていません。皆さまも 1 年間頑張ってきたのですから、今後もリーダーと

して町民を引っ張っていくことも大切ではないかと思っています。  
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（会長）ありがとうございました。皆さまの思いが披露されたと思います。町長、皆さま

の声を聞かれてご感想はございませんか。  

 

（町長）皆さん方がまちづくり基本条例の意義を深く理解されていると、思いを新たにし

ました。また、これまで暗黙のルールであったものをきちんと文章化したことも評価い

ただき、心強く感じました。最近あるところで「ありがとう、ということを親に伝える」

というテーマで一文を書きましたが、親子のように近ければ近い関係ほど暗黙の了解で

済ましますが、いざ関係がこじれたときにはかえってなかなか修復できないと言う趣旨

です。ですから、近い関係でもルールを文章化するなど明確にしておくことが大切と言

うことです。その意味で、この条例も、あらためて文章化したと言う意義は非常に大き

いと思っています。  

  皆様方が、熱心な討議をし、結果をまとめていただいたことに感謝申し上げます。こ

れからが本番ですから、今後ともご協力ご指導を賜りますようお願いいたします。  

 

（会長）いま頂戴しましたご意見について、少し私の方からコメントさせてください。  

  「自治基本条例・まちづくり基本条例は何の役に立つのか」という意見がよく聞かれ

ます。これに対して説明するとき次のことをお考え下さい。国、都道府県、市町村は別

の政府です。地方分権改革が進み、国が都道府県を通して市町村に指示を出す、という

構図は無くなっているわけです。もちろん、地方交付金等国や都道府県から交付される

財源はあり、補助金行政も続いていますので、国のコントロールは無くなったわけでは

ありません。しかし、交付金を持ってくるとか補助金を取ってくるなどが政治力だとい

う構造も残存しています。ですが、そのような構図はそろそろ終わります。なぜなら、

国にはそうする財政的余裕は無いからです。国・地方合わせて千〇六〇兆円という借金

がある一方 GDP は五百五十兆円ですから、借金は GDP の倍近くあるわけです。こうい

う状況の中で、自治体が自立し、滅びないための体制づくりとしての条例であると言え

ます。  

  増田寛也さんの「地方消滅」という言い方は多少センセーショナルな物言いではない

かと思います。イギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパの大国の人口は六千万人か

ら八千万人程度です。それでも国力が衰えているとは言えません。むしろ国家が成熟し

ているのではないでしょうか。日本の人口減少も、成熟社会に向かって行くときの産み

の苦しみではないか。その意味で、高齢者は若い世代を育てていくことが求められてい

ます。  

  まちのアイデンティティという言葉が出ましたが、吉野町のアイデンティティは全国

でも有数のものです。吉野の名は全国的に知られていますよね。そういう優位性をもっ

と活かしていくことも考えてもいいのではないですか。その時、歴史資産や自然だけで

なく、吉野町の持っている現在の人材や暮らし方というものをもっと発信してもいいの

では。吉野町では、住民が助け合って、楽しく心豊かに暮らし、やって来る人を常に歓

迎している、ということを。観光資源では、その地の住民の暮らしぶり、人柄・気風・

ホスピタリティというものも大きな要素なのです。  

  自治体では、数百本の条例があって、それに基づいて行政施策が執行されています。
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また、自治体は憲法や地方自治法にも基づいて運営されています。しかし、憲法はとも

かくこうした法律を全部知っている人はいませんね。そこに政治・行政と住民との間に

溝が生まれる原因のひとつがあります。まちづくり基本条例は、そうした法体系を整理

し、わかりやすく組み立て直し、表現したものでもあります。子どもにでもわかるよう

にと心がけています。それによって町民と町政の距離が近くなります。これが大切なの

です。さらに、吉野町独自の内容も盛り込めます（注：例えば「第 38 条世界遺産等を

活かしたまちづくり」など）。むしろ、まちづくり基本条例があるから、地方自治法も憲

法もその意味がわかってくるのではないかと思います。  

  ありがとうございました。  

 

（事務局）一年間、長くはありますが限られた時間の中で、真剣に、真摯に議論いただき、

このような答申をいただきまことにありがとうございました。今後、12 月議会で説明

し、来年 3 月議会に提案すべく条例案を精査していきたいと考えております。条例をつ

くること自体が目的ではなく、条例の名前にあるように「吉野町のまちづくり」が最終

の目的と考えております。条例案の中には、別途条例や規則を定めたり改正したりする

ものもあり、それらも今後検討を進めて行く必要があると考えておりますので、今後と

もご協力をよろしくお願いします。  

  なお、本日の議事録につきましては、後日送付させていただきます。  

  ありがとうございました。  

 

以上  

 

   

 

 


