
1 
 

吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第２回会議 議事録 

 

 

日時：2013 年（平成 25 年）11 月 21 日（木）13 時～16 時 

場所：吉野町中央公民館 閲覧室 

出席者：委員 15 名（欠席５名） 

事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所 

配付資料： 

○議事次第／資料１；第 1 回審議会議事録（案）／資料２；まちづくり基本条例（自

治基本条例）の比較表／資料３；まちづくり基本条例の構成（パワーポイントのプ

リント）／資料４；吉野町のまちづくりの方向を考えるために（パワーポイントの

プリント）／資料５；吉野町まちづくりフォーラム（仮称）について（案） 

○参考資料として事前に送付；参考１：まちづくり基本条例（自治基本条例）の事例

（生駒市、大和郡山市、栗山町、丹波市）、参考２：まちづくり基本条例に関連あ

る、吉野町の条例（行政機構図等の資料、吉野町行政手続条例等、吉野町情報公開

条例、吉野町個人情報条例、吉野町職員の服務の宣誓に関する条例、吉野世界遺産・

吉野ふるさとづくり寄付条例、吉野町をきれいにする条例）、参考３：吉野町第４

次総合計画書（本編、概要版） 

 

開会 

（中川会長） 定刻になりましたので、第２回吉野町まちづくり基本条例策定審議会

を開会いたします。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）それでは、お手元の資料の確認をいたします。 

～配布資料の確認～ 

続きまして、本日の出席委員を報告します。本日の出席委員は、定数 20 名中 15

名です。なお、亀田委員、中井委員、竹内委員、小﨑委員、梅本（亜）委員は都合

により欠席との連絡をいただいております。 

 

（会長）ただいま、事務局より報告がありましたとおり、審議会設置条例第 8 条第 2

項の規定に基づき、定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

  それでは、議事に入ります。最初に「前回議事録の確認」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）本会議前に各委員に第 1 回審議会の会議録の案をお送りし、内容をご確認

いただきました。お手元にお配りしております会議録案（資料１）は、委員の修正

意見を反映し、委員の個別名を伏せたものです。今一度ご確認下さい。  
 
（会長）会議録案については、ご意見をいただいた箇所が修正されているかどうか再
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度確認いただき、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。  
 

（委員）私の発言は修正していただきましたが、他の委員からの修正はありましたか。  
 
（事務局）他に 2 名の修正意見がありました。  
    ～修正箇所を説明～  
 
（会長）では、これをもちまして公開対象の議事録といたします。なお、他に異議が

あれば、後ほど事務局に伝えていただき、修正は会長に一任願います。  
前回会議で議事録署名人を決めておりませんでしたので、第 1 回分と第２回分の

それぞれ 2 名ずつを私の方から指名させていただいてよろしいでしょうか。  
    ～異議なしの声有り～  
では、第１回目は、古澤委員、芳澤委員、第２回目は、森口委員、上森委員にお願

いします。  
それでは、議題２「先行事例の紹介」に入ります。事務局から資料の説明を

お願いします。  
 

（事務局）資料２をご覧下さい。上欄にありますように、県内の生駒市、大和郡山市、

それと北海道栗山町、兵庫県佐用町、山梨県富士河口湖町、三重県名張市、兵庫県

丹波市、福岡県糸島市の自治基本条例、まちづくり基本条例を項目毎に一覧にして

あります。  
 まず、生駒市自治基本条例ですが、平成 22 年 4 月 1 日施行された奈良県内で最

初に策定されたものです。特徴は、７年間をかけて検討されたこと、20 歳未満の

市民のまちづくりに参画する権利についても触れていること、市民自治協議会を定

義されていること、全 57 条の詳細な構成を持っていることなどです。  
この表は、前文、総則、権利・責務等主な項目に対応して書き込んでいますので、

例えば生駒市の市民の権利・役割・責務の欄に「8（第 8 条のこと）20 歳未満の市

民のまちづくりに参加する権利」とありますのでご覧いただけたらと思います。  
次に大和郡山市自治基本条例は平成 24 年 4 月 1 日に奈良県内で 2 番目に策定さ

れたもので、まちづくりの基本原則について 7 項目を設定しており、青少年及び子

どもがまちづくりに参加する権利をうたっています。  
 北海道栗山町自治基本条例は平成 25 年 4 月 1 日に施行された、町としては最新

の条例のひとつです。基本原則に基づき情報共有についての章を設けて詳細に記述

したり、常設型の住民投票を規定していたりするのが特徴です。栗山町では、議会

基本条例が平成 18 年に先行して施行されています。  
 兵庫県佐用町まちづくり基本条例は平成 25 年 4 月 1 日に施行されたもので、町

としては最新条例のひとつです。佐用町は、平成 21 年 8 月に台風 9 号による甚大

な河川災害があり、同町を含む兵庫県北西部で死者 18 名、行方不明者 2 名が出た

大惨事を経験しています。これを受けてまちづくり基本条例には、まちづくりの主
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体の章で、防災に関しては町、町民等にそれぞれの役割があり協力・連携して町民

の生命と財産を守る必要があるなどと、防災体制の整備や防災における相互連携等

を 3 つの条文に明記しています。  
 山梨県富士河口湖町自治基本条例も平成 25 年 4 月 1 日に施行された、町として

最新条例のひとつです。富士河口湖町は、富士山麓の町として 今年（2013 年）7
月 3 日に「富士山～信仰の対象と芸術の源泉」としてユネスコの世界遺産に登録さ

れたところです。日本での世界遺産は 17 件目ですが、富士河口湖町ではこの富士

山の世界文化遺産登録を見据え、登録前に制定されています。国際観光地として「お

もてなし」の心を大切にして、「国際観光地を意識したまちづくり」を進めること

を条文に明記しています。  
 三重県名張市自治基本条例は平成 18 年 1 月 1 日に施行されています。名張市は、

市町村合併にあたって市民が市の将来を選択する住民投票を実施されたので、その

貴重な経験を活かし、「自主・自立のまち」の確立に向けて、名張市らしい自治の

仕組みやルールを明らかにしようと自治基本条例を定めました。住民投票の発議及

び請求について、基本条例に明記しています。  
 兵庫県丹波市自治基本条例は平成 24 年 4 月 1 日施行されたもので、こちらも議

会基本条例（平成 23 年施行）が先行して施行されています。策定過程で、「参画と

協働の指針」を検討し、条例の中にも「参画と協働のまちづくり」の章を設けて参

加、参画の権利、参加・参画の制度、計画等への参画、審議機関への参画を明記し

ています。また、市民公益活動や生涯学習についても書き込まれています。事前に

送付しました丹波市の逐条解説（基本条例 解説編）は、詳細かつ分かりやすく、

私たちが自治基本条例への理解を深めるための良い手引きとなるものと思われま

す。  
 福岡県糸島市まちづくり基本条例は平成 25 年 4 月 1 日に施行されました。基本

条例策定前に、合併前の 1 市 2 町（二丈町・前原市・志摩町）が各々既に制定して

いた住民参画まちづくり条例、協働のまちづくり推進条例を、糸島市協働のまちづ

くり推進条例（平成 22 年 3 月施行）に一本化し、これを基本として自治基本条例

を策定した経緯があります。特徴としては、住民自治に関する第 20 条に「隣組」

の役割を規定していることで、162 の行政区の区域内の隣組の、向こう三軒両隣の

助け合いの精神を明記しています。  
続いて、第 1 回の審議会の議論を踏まえ、まちづくり基本条例に関連すると思わ

れる吉野町の条例について説明します。これも事前に配布しています。  
 まず、吉野町の行政機構図と各課等の主な事務分掌の図です。これらは、吉野町

事務分掌規則としてまとめられています。  
 次に、情報公開や行政手続きについての条例です。吉野町行政手続条例は平成 9
年 3 月に制定され、同年 9 月 1 日から施行されています。吉野町の行政運営におけ

る公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としたもので、吉野町が行政機関と

して行う指導や処分、市民や事業者が行政機関に対して行う申請等に関して、必要

とされる手続きや、行政側に求められる対応等を定めています。吉野町情報公開条

例は平成 11 年 12 月に制定され、平成 12 年 4 月 1 日に施行されています。委員か
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らの事前に質問がありました、当該条例施行後にどのくらい活用されているかとい

うことですが、平成 12 年 4 月 1 日の施行日から現在までの請求件数は 17 件です。

最近の年次別内訳は、平成 20 年度 2 件、21 年度 3 件、22 年度 0 件、23 年度 2 件、

24 年度 0 件、25 年度は現時点で 3 件です。施行当初は、個人の情報に対する請求

が多かったのですが、近年の傾向として、自治会活動に関して、行政が保有する情

報に対する公開請求が多くなっています。吉野町個人情報保護条例は平成 22 年 12
月に制定、平成 23 年 4 月 1 日に施行されています。  
 吉野町独自の条例として次の 3 つの条例を配付しました。吉野町職員の服務の宣

誓に関する条例は昭和 32 年 3 月 22 日に制定・施行された古くからの条例ですが、

吉野町の職員として採用された際には、まずこの条例に基づく服務の宣誓を町長の

前で行うというセレモニーがあります。宣誓の後に採用の辞令を受け取ります。吉

野世界遺産・吉野ふるさとづくり寄付条例は平成 17 年 12 月 20 日に制定・施行さ

れました。吉野町のふるさと寄付（ふるさと納税）は、寄付のお礼として町内のふ

るさと一品を贈るという仕組みもあり、全国から多くの寄付が寄せられ、町内商工

業の振興にも繋がっています。吉野町をきれいにする条例は平成 7 年 2 月 24 日制

定・施行の条例ですが、平成 25 年 6 月に一部改正を行い、行楽客等にも吉野町を

美しくしていただく内容を加えた内容となっています。時代の実状に応じた改正を

行ったということです。  
吉野町第４次総合計画書については、第１回に概要版を配布しましたが、前回の

審議会での要請を受け本編を配布しています。  
    
（会長）これについて何か質問はありませんか。  

資料２の総括表は、今後の議論に向けて分かりやすく整理していただいています。

今の自治基本条例・まちづくり基本条例は、結果的におおむねこのような骨格にな

っています。この通りにする必要はありませんが、多くの知恵を集めたらこういう

形になるということです。並びからいうと「前文」から始まっていますが、前文か

ら議論していくと、議論が紛糾してなかなか次にステップに進まないので、条文の

大筋が固まってきた段階で作った方が経験則からいってよいと思います。  
 基本理念と基本原則を分けている自治体もあれば、一緒にしている自治体もあり

ます。基本理念は、このまちが大切にしたいと思っている価値観です。基本原則は

理念を実現するときの仕組みのルールです。これらを分けるのか、一本化するのか

は皆さんでお考えください。  
 住民自治や参画と協働の項では、議会や行政という「団体自治」を支える「住民

自治」をどう強くするかについて書かれています。例えば生駒市では、将来的にお

おむね小学校区単位の総合的な「市民自治協議会」をつくるということを条文に盛

り込んでいます。そこは吉野町の将来にとっても大事なことなので、どうお考えに

なるかを今後しっかりご議論いただきたいと思います。地域自治協議会は、区・町

内会・自治会を中核としながら、PTA ・民生児童委員・社会福祉協議会・公民館

等各種団体が集結し、保健・医療・福祉・安全・防災・環境・子育て、都市計画・

まちづくり等に関わる全ての団体が入って、いつでも、どこでも、誰でもが参画で



5 
 

きる、地域経営の母体となるものです。都市型の自治基本条例では、地縁型住民自

治と合わせて NPO など市民公益活動と行政との付き合い方を規定しているのもあ

ります。例えば大和郡山市自治基本条例では、第 25 条に市民公益活動の推進が盛

り込まれています。  
最後に住民投票のことですが、自治基本条例上の住民投票の仕組みには首長や議

会に対する強制力はありません。あくまで参考意見にとどまります。「（首長や議会

は住民投票の）結果を尊重する」ことを規定するのが精いっぱいです。また、公職

選挙法上の有権者にだけ投票権を認めるのか、あるいは枠を広げるのかが論点とな

ります。岸和田市自治基本条例では（平成 17 年施行）、投票権を 18 歳以上として

います。さらに定住外国人にも投票権を認めている自治体もあります。そのあたり

についてもご議論いただきたいと思います。  
 吉野町にはいろいろな人がいますが、「町民」の範囲をどう規定するかも大きな

問題です。多くの自治体では、地方自治法上の住民すなわち「住所を有する者」と

いう狭い規定ではなく、在勤者や在学者にまで広げています。つまり、この町に拠

点を定めて活動したり、商売をしたりしている人も含めて「町民」とする、という

考え方を採っています。権利の行使部分では差も出てくるので、まちづくりへの参

画の権利、住民投票の投票権者など、個々の案件ごとに町民の定義をするのが一般

的です。間口を広くし、吉野町を盛り立ててくれる人はみな町民としてとらえるの

がいいのではないかと思います。  
 ちなみに私は、資料２に掲載された自治体の中で、栗山町と富士河口湖町、糸島

市以外のところの条例に関して、すべて策定委員会委員長として関わってきました。

このように同じ人間が関わっていても各自治体で違いがあるのは、自治体の個性が

出ているとご理解ください。  
 これらについて、何か意見はありませんか。  
 

（委員）比較的新しい条例を集めてもらったが、北海道ニセコ町まちづくり基本条例

は約 10 年前に作られ、平成 22 年に改正されてその理由もホームページに載ってい

ます。改正された事例として私達の参考になるのではないでしょうか。  
 

（会長）ニセコ町まちづくり基本条例は次回配って下さい。ニセコ町まちづくり基本

条例は日本初と言われていますが、それは間違いで、当初は議会に関する規程が入

っていませんでした。これでは自治基本条例とは言えません。ニセコ町ではその後

改正して、議会条項も含まれるようになりました。  
 

（委員）条例というものは法律と違う点が出てくると、訴えられたら裁判で負けるの

ではありませんか。  
 
（会長）そんなことはありません。憲法と地方自治法で委ねられている自治体の自治

権の範囲では、条例は法律と同等です。もちろん法律違反の条例は無効ですが。た

だし、法律で規定していないことも多く、それは条例で決めて下さい、という考え
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方もあります。また、法律では想定していなかったことを条例で穴埋めしているケ

ースもあります。いわゆる「上乗せ・横だし・穴埋め」条例はすべて有効です。  
 

（委員）自治基本条例・まちづくり基本条例の先行事例を拝見しましたが、条例を作

った後どうなったのか、まちがどう変わったかを知りたいです。そういう事例の勉

強会、できれば策定済地域の住民の方に話を聞く機会を開いてほしいです。  
 
（会長）例えば名張市では、財政再建団体になる寸前でしたが、この条例で財政規律

ができ行政と住民とが総力戦で財政改革に取り組み、危機的状況から脱することが

できました。自治基本条例ができたことにより、団体自治と住民自治が目覚めたと

言えるのではないでしょうか。佐用町も大水害の直前にまちづくり基本条例ができ

かかっていましたが、災害後に旧町単位のまちづくり協議会をつくる方向を明確に

し、災害時には住民同士が助け合うということを盛り込んだ条例としました。生駒

市でも条例施行後、自治会・町内会を中心とした市民自治協議会結成の機運が盛り

上がってきています。まちづくり基本条例は特効薬ではありませんが、漢方薬のよ

うにジワジワ効果が出て来るのだと思います。ニセコ町のまちづくり基本条例の改

正は、議会条項を盛り込んだほか、当初より条文を充実させてきています。現在の

ものは全国的にも最新版と言えるのではないでしょうか。  
 なお、まちづくり基本条例等ができてまちがどう変わったということについて、

先進地の方に話を聞くことをやったらいいと思います。  
 

（事務局）ここで、資料３のまちづくり基本条例の構成について説明させていただき

ます。  
 中川会長のお話と重複するところもありますが、現在のまちづくり基本条例は大

体このような構成になっているということを整理して、吉野町での審議の参考にし

ていただきたいと思います。  
 3 頁の図は、関西学院大学の山下淳先生が書かれた一般的な自治基本条例の構成

です。まず、まちづくりの基本となる理念、すなわち町がいちばん大切にしたい価

値やまちづくりの方向を示す「基本理念」があり、次にその理念を実現していくた

めの方法や行動原則である「基本原則」が立てられています。理念と原則に基づい

てまちづくりを担う主体として、住民、議会、行政があり、それぞれの権利・役割・

責務を明らかにするという構成がとられています。そして「参画と協働の仕組み」、

「住民自治の仕組み」、「情報の共有」、「住民投票」等のまちづくりを進めていくと

きの各主体間の関係性や、それぞれの主体の組織や活動等のあり方が規定します。

その右側にあるように、行政が施策を行うときの規律や規範も明らかにする必要が

あります。このような構成を持つまちづくり基本条例は、自治体の最高規範として

位置づけることを明示します。  
 実際のまちづくり基本条例の構成は、先ほどの事例の一覧表に見られるように自

治体によって多様です。ここでは、兵庫県丹波市、同朝来市、香川県高松市、北海

道栗山町の構成図を 4 頁以降に示しました。  
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 8 頁の図は、住民や地域、事業者を含む住民自治と、議会と行政で構成される団

体自治に関する内容がバランスよく盛り込まれる必要性を示しています。  
 9 頁には、まちづくり基本条例の主要な柱として取り上げられることの多いテー

マを 5 つあげています。住民の権利・役割・責務、住民自治つまりコミュニティの

あり方、参画と協働について、議会と首長の役割と責務、効率的・効果的な行政運

営といったところです。  
 10 頁には、まちづくり基本条例を策定する時によく議論になる論点をあげていま

す。先ほど会長のお話にありました「町民」の定義は、どの自治体でも議論があり

ました。論点の内「基本理念」「基本原則」について、このようなことが書かれて

いる、という例を 11 頁に示しています。  
また、12 頁には区・町内会・自治会等近隣の基礎的コミュニティとともに、住民

自治に関して最近大きな動きとなって来ている「新しい住民自治システム」につい

て示しています。これは、おおむね小学校区を範囲とし地域の総合力を発揮させる

仕組みで、前回の審議会で説明しましたように、今後の激しい人口減や超高齢化が

進行する中で、地域を支えていく仕組みとして、最近の条例でよく盛り込まれてい

ます。その実例を 13 頁から 15 頁にかけて示しています。伊賀市では、合併を契機

に自治基本条例とともに全市で住民自治協議会が設立されました。柘植地域のまち

づくり協議会は有名で、防災の取り組みで県や全国レベルの賞も受けています。ほ

かにこのような仕組みを活用して地域主体のコミュニティ・ビジネスに取り組んで

いる朝来市の例もあげています。  
16 頁には、行政運営についてどのような事項が取り上げられているのかを示して

います。これらのどこまでを吉野町で採用するか、必要性と効果の判断をこの審議

会でしていただくことになると思われます。  
最後には、特徴的なまちづくり基本条例の例を示しましたが、先ほど話題になっ

たニセコ町の条例もあげています。伊賀市では、住民自治協議会に関して権能や支

援策を詳細に書き込んでいます。  
 

（会長）まちづくり基本条例の構成について何か質問はありませんか。  
 

（委員）まちづくり基本条例の構成の概略は分かりました。まちづくり協議会にはい

ろいろなタイプがあるということですが、中核になっているのはどの団体なのです

か。13 頁の図では、吉野町にある区・町内会・自治会はもとより人権・民生委員・

ボランティア等は入っていますが、子ども関係は入るのでしょうか。住民を広くと

らえるなら、将来の吉野町を担う子どもは大事ですから、PTA や子ども会、学校な

どはどう位置づけたらいいのでしょうか。  
 

（会長）実例で言いますと、地域自治システムの名称は様々です。朝来市では地域自

治協議会、丹波ではまちづくり協議会や自治振興会、伊賀市では住民自治協議会、

名張市では地域づくり委員会やゆめづくり協議会等を名乗っています。ただ、まち

づくり協議会という名称は、これまで神戸市等で駅前再開発などを行う団体等が名
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乗っていた経緯がありますので、それと混同されるのを避けるという向きもありま

す。名称は歴史性や地域性に関わりますので各地域で決めたらいいのです。最近で

は、誤解を少なくするために「地域自治」「住民自治」「地域活動」などの言葉を協

議会と合わせて使っていることが多いようです。  
さて、協議会に入るべき団体はすべての分野を入れるべきだと思います。自治会

が強いところでも消防団や民生委員、防犯組織、PTA などが別組織になっていると

ころもあります。しかし、すべての分野の団体が集まればオールラウンドプレーヤ

ーになり得ます。このことが地域課題に取り組む上で効果的なのです。また、子ど

もや子育て中のお母さんたちの意見を反映する代表性も欲しいし、老若男女が参画

するという世代別の代表性も世代継承の面でも大切です。所によっては高校生から

１人前として扱ってメンバーに入れるところもあります。地域毎の代表性はもちろ

ん区・町内会・自治会が担保します。これが抜けては総合的な地域自治組織とはな

りません。このように、分野別、性別、世代別、地域別の代表制に配慮した意思決

定機関、実行機関を持つべきだと思います。今のご意見のように、子どもの意見を

代表する団体にも入ってもらうのが筋です。  
条例の骨組みについては、おおむねご理解いただけたかと思います。これらを参

考にして、吉野町の主体性で組み立てを考えられたらいいのではないかと思います。 
それでは、議題３「吉野町のまちづくりの方向を考えるためについての意見交換」

に入ります。このテーマは、まちづくり基本条例策定に際して基盤となるもので、

条例を方向付ける非常に重要なものです。  
そもそも、まちづくり基本条例（自治基本条例）を策定するということは、まち

を持続可能にしていく、あるいはより吉野町づくりを進めていくためであって、町

民、議会、行政等の主体同士が協働して取り組んでゆくときの基本ルールを作ろう

というものです。ということは、共通のまちづくりの方向を理解して関係者が動か

なければ、基本ルールを作る意味がないことになります。  
吉野町のまちづくりの方向は、もちろん第４次総合計画や各分野の個別計画等で

明らかにされていますが、個別の施策、事業を統括する大きな「まちづくりの方向」、

すなわち吉野町民が将来にわたって大事にしたい価値を共有し、その価値に基づい

てどのような姿勢・態度でまちづくりを実践していくのか、を明らかにするのがま

ちづくり基本条例の役割です。抽象的な言い方でしたが、委員各位にはこのまちを

どうしたいのか、という将来ビジョンについて語っていただけたらと思います。  
なお、今日お出しいただいたご意見は、整理して、まちづくり基本条例の「理念」

と「基本原則」に、ひいては「前文」に反映させて行くことになります。  
かつてある自治体で、自治基本条例でどんなまちにしていきたのかと問いかけて

も反応が悪く、現状に対する不満や行政・議会への要望ばかりが返ってきました。

私はその時、それらは批判であってビジョンではない、と申し上げました。批判は

後にして、まずどんなまちをつくりたいかというビジョン、構想を語り合おうでは

ないかと。ビジョンがあってこそ、それを実現するのに足りないものが明らかにな

り、今有る資源の見直しができます。よく見れば豊かな人的資源や観光資源がある

のに、大切にしていない自治体もあります。兵庫県朝来市は竹田城という「天空の
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城」とも呼ばれる城址があり、今でこそ観光客が押し寄せてきていますが、数年前

まではこの資源の価値に誰も気付いていませんでした。私はもうすぐ爆発的な人気

が出る、と予言していたのですが、地元では観光客がくるとゴミが増え交通が混雑

する、という有難迷惑の資源としてしか見ていなかったのです。今はすっかり変わ

って、竹田城をどう活用していこうかという議論が地元住民も加わって進められて

います。  
要は、前向きの議論をしたいということです。  
議論の進め方について、事務局から説明をお願いします。  
 

（事務局）吉野町のまちづくりの方向を考えるためのヒントとなればと思い、資料を

用意致しました。  
前回審議会では統計資料などから吉野町の現状と将来の姿を示しましたが、1 頁

にはそこから浮き上がってきた諸課題を整理し、それに対する解決の方向性を示し

ています。解決の方向は、要はどう地域の総合力を発揮できる仕組みをつくってい

くかということではないかと考え、解決の方向性について 5 つほど提示しています。

まず町の行財政改革を通して行政のフットワークを軽くなってもらい地域と連

携・協働できるようになってほしいということ。地域では新しい住民自治システム

を取り入れるなど地域力を高める努力がほしい。産業面では例えば木材もこれまで

とは違った視点から資源として考えていくなど新たな展開も考えられないか（藻谷

浩介さんが言っておられる「里山資本主義」の考え方など）。また、観光や自然エ

ネルギー等で新たな産業が興せないか。人材確保のためにも U・ I ターンも積極的

に推進していくことも考えられます。そのためにも、総合計画に書かれているよう

に「おもてなし」の精神が大切ではないか。山間部が多い奈良県南部において、吉

野町は広域的なリーダーシップを担うという役割もあるのではないか。中山間地域

の生き残り方や相互に助け合って持続可能な地域を作っていく方途の提案をして

はどうかなどをあげています。  
4 頁は、現総合計画から抜き出したもので、政策 2 の「持続可能なまちづくり」

や、政策 4 の「住民参加と協働のまちづくり」「効率的・効果的な行政経営」など

の柱と、まちづくり基本条例と関連が深いことが書かれています。重点プロジェク

トでも「みんなでつくる協働のまち」があがっています。これらはまちづくり基本

条例へとつなげていくべきことだろうと思われます。  
地域が持続可能、というのはどういうことかについて 5 頁に整理しています。地

域課題の解決に向けて、県や国に依存するだけではなく、地域の各主体の総合力を

集約して自ら解決に取り組んでいける仕組みを持っていることが肝要ではないか

と書いています。また、地域が持続可能であるための三つのキーワードを 6 頁にあ

げています。特に参画と協働と新しい住民自治、それに行政改革が鍵ではないでし

ょうか。協働とは、公共的課題の解決に取り組むという目的とプロセスを共有し、

多様な主体が対等な立場で持てる力を出し合える仕組みをつくり、単独でやるより

大きな成果（1＋1＞2）をあげること、と定義しています。吉野町での協働は、区・

町内会・自治会などの地縁組織、事業者を含めたまちづくり活動団体等、議会と行
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政が連携して進めていくというイメージでしょうか。この 3 つの輪がうまくかみ合

えば大きな力を発揮することが期待できます。  
9 頁の図は前回も示しましたが、持続可能な吉野町づくりを推し進めていくとき

に各主体が連携・協働して、それぞれの役割を果たしていくときの基本ルールづく

り、それがまさしくまちづくり基本条例だということを表しています。  
では、これからの意見交換の進め方を説明します（10 頁～12 頁）。これから委員

の皆さんにお一人ずつ、吉野町のまちづくりの方向・ビジョンについて語っていた

だき、そのキーワードをスタッフがカードに書いて前のボードに貼りだしていきま

す。一巡しましたらそのカードを整理し、どのような発言が出たのかを「見える化」

し、それについて会長からコメントをいただきます。その後、整理されたカードを

見ながら再度追加意見をお出しいただきます。それもカードに追加していきます。

それらを次回までに整理して、今後のまちづくり基本条例の条文を作りあげていく

ときの素材とします。  
意見は、できましたら「吉野町がどうなっていくか」というより「私は吉野町を

どうしていきたいか」という発想で、批判よりも肯定的な意見をお願いできればと

思います。仕組み作りにつきましては、次回以降の検討に委ねます。  
 

（会長）今の説明のような進行でよろしいでしょうか。  
    ～異論はなし～  

休憩の後で、全員に発言を求めます。  
 
再開  
 
（会長）では、これからお一人 3 分以内で、これからの吉野町をどうしていきたいか

について語っていただきたいと思います。  
 
（委員）吉野町がどうなってほしいか、についてまず大枠の話をします。吉野町がど

うなっていくかという前に、日本人は生き方を変えていかなければいけないと考え

ています。ヨーロッパでは小さなまちでも、住民はその町に住むことへの誇りとポ

リシーを持って暮らしているように思います。日本の吉野町ですぐにそれができる

かどうか難しいところもありますが、大きな方向性として価値観や生活の仕方、も

ののとらえ方を変えていくべきではないでしょうか。  
  一般論としては、人口増加や子どもが地元にとどまれるように産業があったらい

いと思いますが難しいでしょう。それよりこの吉野町で、少しでも長く住み続けら

れるようにする工夫としては、助け合いなどが生活に根付いていることが一番では

ないか。東京に近づくことを目標とするのではなく、小さな村でもいいから、ここ

で生活していける工夫をこらしていくことが大切だと思います。  
 
（委員）吉野町をどうしたいかですが、今までより楽しく、すばらしい、未来の最先

端のまちにしたい、どこからもうらやましがられるまちにしたいと思っています。
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そうなると、そのまちを見たい、住みたいという人が現れて、観光面でも賑わうし、

住民も増えるのではないかと考え、これまで動いてきました。  
 
（委員）女性の目線でお話しします。志の高い子どもが育つまちになってほしいです。

吉野町には建築の賞なども受けている吉野工業高校（現奈良県立吉野高校）があり

ます。この高校の若い力をまちづくりに活用できないかと思います。例えば高校生

の作った吉野杉をつかった製品を世に問える機会があってもよいのではないかと

考えています。また毎年新しいアイディアの提供をしてもらうのもよいかと思いま

す。私は同校の文化祭に参加し、バザーで吉野杉の印鑑入れを入手しましたが、大

変質の良いもので、まわりでも評判でした。  
  また、お年寄りが日中一人で病院に行けるように、公共交通機関があればいいと

思います。スマイルバスの回数を増やして活用できないかとも思います。  
 
（委員）私にとって大事なのは安心・安全・自由です。自由というのは国レベルでは

民主主義ということですが、吉野町では楽しい生活ができるということではないで

しょうか。  
  この審議会に応募したきっかけの一つには先ほど紹介された『里山資本主義』

（注：藻谷浩介、NHK 広島取材班編、角川 one テーマ新書、2013 年刊）を読んだ

ことがあります。この審議会は課題そのものを克服するというより、課題を克服す

る過程におけるルールづくりが目的と認識しています。例えば吉野町は 2030 年に

は人口が約 5 千人になると予測されていますが、これを過疎だ、問題だととらえる

のか、それとも 5 千人でいいじゃないか、その人口で安心して楽しく暮らせるよう

になれば結構なことだと考えるのか。むしろ課題のおもしろい解決策を見つけ出す

ときのルールづくりができたらいいなと考えています。  
 
（委員）どんなまちにしたいかということについて、2 点申し上げます。ひとつは、

吉野町は歴史のまちですから、歴史を重視することが基本だと思います。南北朝な

ど歴史の中のアウトサイダーが輩出したところでもあります。歴史については、む

しろ外から来る人の方がよく知っているという現状もあります。  
  もう一つは、人口減少と高齢化が進む中で、子どもと高齢者にとって魅力のある

まち、この両者が協働できるまちになってほしい。近鉄吉野線は、昔は六田駅止ま

りだったのが吉野駅まで延長されたという経緯があります。こういう事跡を活用し

てイベントを開催したり模型を作ったり公園を造ったりすれば、子どもたちに夢を

持たせることができるのではと思います。学校でも、子どもと高齢者とが一緒に遊

んだりできたらいいと思います。  
 
（委員）今後のことは若い人たちに任せたいと思います。とはいえ、人口減、高齢化、

産業の停滞など課題が山積する中、どんな対応をするにも町の財政が一番大事です。

現在は町税が少なく、地方交付税で町政が運営されているのが現実です。お金がな

い時は、町民も倹約することを考えないといけないのではないか。そういう覚悟も
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必要と思います。  
 
（委員）町の税収を上げるためにも人口増をはかっていく必要があります。先日地域

の祭りがありましたが、御輿の曳き手はどうにか揃えたのですが、乗り手がいない

という状況になりました。伝統行事も衰退する危険性を感じます。吉野町は良いま

ちなので、これを維持するために若い人にどうにかして地域にとどまってもらうた

めには何をしたらいいのかを皆で考えていきたいと思っています。  
 
（委員）吉野町に住んでおられる方は、吉野町にプライドや愛を持っておられますの

で、そのプライドを活かせるまちにしていきたいと思います。また、吉野町と町民

には大きな潜在能力がありますので、それを活かせる仕組みづくりをしたい。特に

交流人口を増やす仕組みづくりに焦点を当てる必要があります。それと福祉にも力

を入れて、老いも若きも皆が幸せを感じられるまちにしていきたいと思います。幸

せの内容は、経済面なのか、健康面なのか、それぞれ異なっていると思いますが。 
 
（委員）龍門地区から来ています。当地も歴史的資源の豊かなところですが、大きな

集落もあれば 1 軒しかないところもあります。日本の縮図そのものだと、地区では

語り合っています。どのようなまちにしていくかということでは、我々60 歳代が

いろいろ頑張っているけれども、その下の世代つまり 50 歳代、40 歳代へとどう継

承してゆくのかが課題です。直ぐには答えのないことと思っています。  
  最近地区から数名の人が出ていきましたが、一方で外から入って来た人もありま

す。しかし、総合計画の策定時に行われた中学 2 年生のアンケート結果をみても、

ほとんどが将来はこの地区に住みたくないという回答でした。その気持ちも分から

ないわけではありません。中学生・高校生らがまちを出ていくのを止めることはで

きないと思いますし、若者は一度はまちを出て広い世界で活躍する意気込みも持っ

てほしいとも思います。人を増やすには、外から来てくれる人を快く迎え入れると

いう姿勢や仕組みが必要です。吉野は地勢的にも、自然環境も本当に良いところな

ので、これらを活用し、人を引き込む仕組みができないだろうかと思っています。 
 
（委員）前にも言いましたが、人生の最期を吉野で迎えることができて本当に良かっ

た、と言えるまちにしたいものです。もう人口増は考えられないし、若い層が膨ら

むこともありません。ですから、現有の人力をいかに活用するかの仕組みを考える

方が現実的ではないかと思います。それを踏まえてまちづくりを進めていくことが

大切です。  
  テレビだけを楽しみにしている独り暮らしの高齢者がおられるが、例えばそうい

う人が共同生活を送れるような「ムラ」ができないでしょうか。そんなことを推し

進める地域力、住民力をアピールしていけば、地域の魅力となり「あそこはいいよ」

という外からの評価にもつながるのではないでしょうか。足下をしっかり見据えて

物事を考えていくべきだと思います。  
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（委員）安心して暮らせるまちづくりをしたいと思っています。私の地区は、吉野町

でも最も人口減少の著しい地区です。バスも 1 日数本しかないので、地元の高齢者

は何かがあったときの交通手段をいつも気にかけています。歳をとって車の運転が

できなくなるという不安を常に持っており、安心できる仕組みを期待するわけです。

コミュニティ・バスの導入などはコストもかかりますので、地域の中で助け合って

いくまちづくりをしていきたいと思います。  
 
（委員）吉野は田舎と言われることもありますが、ここの歴史や自然が好きなので、

ずっと守っていきたいです。若い人が暮らすにも仕事がないということですが、吉

野で新しい産業が興せたらいいなと思います。テレビ番組で、長野県あたりで若い

人が農業をやりたいと住み着いている所があるという話を見て、いいなあと思った

ことがあります。農業もいいのですが、私自身コンピューター関係の仕事をしてお

り、吉野町のような自然豊かな所の方がコンピューターのソフトも作りやすいこと

を実感しています。都会では忙しさに追われ、なかなかいい考えが浮かびませんが、

吉野で山や川を見ているといろいろとひらめいて良いソフトができる気がします。

なので、コンピューター関係の産業を引っぱってくるのもいいのではないかと思っ

ています。  
  また、スポーツを高齢者の方と一緒にやって大変喜んでもらっています。自分が

歳をとったときのことを考えてみると、若い人と一緒にスポーツができると楽しい

だろうと思いますが、その時に若い人がいなかったらどうしようもありません。そ

の時は同年配の人とグランドゴルフでもできたらいいなと考えています。  
 
（委員）私の地区も人口減が激しくて、20 年後には半減しているのではないかと心配

しています。その大きな要因は若い人がとどまらないことです。なぜ若い人がとど

まらないかと言えば、生活基盤がないからです。今住んでいるのは年金生活者がほ

とんどです。しかし、若い人にはもう年金はもらえないのではないかという不安が

あります。だから、吉野町で最も重要なことは、生活基盤をつくりあげることだと

思います。吉野ではメシが食えないから都市部に人口が流れているのです。確かに

桜の季節には 40 万人もの観光客が押し寄せますが、これは一時期だけのものであ

って、思うほど地元にお金を落としていくわけではなく、吉野町全体の生活基盤と

するには足りないと思います。それに対して、吉野町らしいビジネスモデルを構築

していくことが大切です。吉野町の隠れた資源、例えば吉野川です。人が来ると車

やゴミが増えて困るという声がありますが、むしろ人を受け入れてお金にする工夫

が問われてきます。吉野町の経済的基盤である材木・製材産業は、外材に押され苦

境に陥っていますので、これをなんとかする方策はないかなと思います。この産業

からお金を生み出すことをもっと考えてもいいのではないでしょうか。  
  家の中でも世代交代がはかばかしくなく、若い世代が出ていくため空き家が増え

ている現状があります。区でも次の区長・役員のなり手がなく困っていますし、そ

んな状況の中でまちづくり基本条例への理解がどこまで得られるのか心配もして

おります。  
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（委員）吉野は木のまちですが、それだけでは生活ができません。それでも何社かが

頑張って、植樹も続けていると聞いています。木材は安い外材が入って来ますので、

高い吉野産の木を使って家を建てるという人が少なくなっています。吉野町は観光

と材木が二大産業ですが、材木は低迷していますので、今後は観光に 8 割方力を集

中していかないといけないと思います。  
  吉野町には、桜があり、津風呂湖があり、その他の地域でも観光客が訪れている

所があります。これからは春夏秋冬を通して観光客がやって来るようにしないとい

けない。桜も 40 日間で 40 万人を集客していますが、落としてくれるお金は以前よ

りも減っています。しかし、訪問客数は変わっていません。吉野は関東方面で人気

があり、観光バスも 6 割が関東から来ています。私も関東で生活していた頃は、吉

野出身だと言えば誰にでも分かってもらえるという体験をしました。木材の景気が

回復するまでは、観光でつないでいかなければと思っています。  
  都会から吉野町へ帰ってきて 15 年になりますが、その間自治会を改革したり自

主防災協議会を整備したりと努力はしてきました。ただ、若い人が出て行くのはと

め難く、当面は観光に力を入れていかざるを得ないと考えています。  
 
（会長）今の発言をカードに記録しましたので、少し時間をいただいて整理してもら

います。その間に補足意見はありませんか。  
 
（委員）吉野の良さは水と空気だと思います。大阪から帰ってくるとき、吉野に近づ

くにつれ空気が変わっていくのを感じます。ですから、水と空気の大事さを強調し

たいです。  
 
（委員）吉野町をきれいにする条例がありますが、吉野町の環境や風景をきれいにす

るというのは町の原点だと思います。このきれいさが、町の魅力となって人を惹き

つけＵターンやＩターンにつながっていくと思います。  
 
（事務局）この条例は、もともと放置自動車対策や川へのゴミ投棄を防ぐために作ら

れましたが、改正で対象が拡大していったという経緯があります。  
 
（委員）奈良県の条例に類似のものがあるのですが、吉野町ではあえて環境美化を訴

えて町条例を定めているということです。  
  吉野町だけで考えても限度があります。広域的な役割を果たせるまちにしていか

ないといけないと思います。  
 
（委員）吉野町が持続可能なまちとしてやっていくためには、最低何人くらい必要な

のでしょうか。人口が減ると地方交付税も減ると思いますが。自前で自治体経営が

成り立つ範囲はどのくらいなのでしょう。  
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（委員）合併が進んでいた頃は、人口 1 万人以下の自治体は合併させる方向という話

もありましたが。  
 
（委員）吉野川がきれいといわれますが、昔に比べてかなり汚れてきています。  
 
（委員）昔は砂利採集が盛んで、もっと荒れていました。今は少しマシになったので

すよ。  
 
休憩  
 
（会長）では再開します。みなさんの意見をカードにして整理しますと、このような

形になりました。ほぼ言い尽くされているのではないかと思います。  
  まちの資源は三層あります。つまり、経済学で言う社会資本には三層あります。

一番分かりやすいのはハード資本で、インフラと言われているものです。上下水道、

道路、建物などですね。インフラを整備することを以前は「まちづくり」と言って

いました。ものを造れば造るほどまちは豊かになり、人々は幸せになると信じられ

ていました。しかし今では、ものを造れば造るほど負担が増し維持管理に疲れてく

る、補修のコストがかかるという事態を引き起こしており、かえって、まちの衰退

の原因になりかねません。インフラ整備には慎重になるべき時代になっています。

一方、自然資本すなわち環境という資本があります。美しい山や川や空気は、莫大

な隠れた資産です。一旦失われると、どれだけお金をかけても回復は困難です。  
これらをハードのまちづくり資本としますと、そこから派生してきたソフトのま

ちづくり資本があります。歴史、伝統、祭りなどもそうです。それらは観光資源と

もなります。吉野町は大きな観光資源を持っていますが、地元でそれらを今一つ活

用しきれていないように感じます。これらがソフトの社会資本です。また、安全・

安心なども重要な社会資本の一つです。例えばまちの安全性は地価にも大きく影響

します。事件や事故の統計データを研究し、安全で安心なまちをつくる方策を立て

ていくことも大切です。郷土愛や地元意識も財産です。ヨーロッパではこれをシビ

ック・プライドと言います。自分がこのまちに住んでいることが誇りと思う住民の

存在です。シビック・プライドが高いまちには人が集まって来るし、観光客も訪れ

ます。  
次に人材の問題です。どうすれば人材を確保できるのでしょう。人口減の時代に、

人口が増えている町・村もあるのですね。徳島県神山町ではコンピューター関連の

企業が東京から移転しているのです。環境が企業を惹きつけているわけです。豊か

な自然環境の中では、生産性は飛躍的に高まるのだそうです。また、神山町ではい

ろいろなアーティストに呼びかけ、町に住んでもらっています。空き家を斡旋して、

一定期間当地に住みながら制作してもらう。その合間に、住民とのワークショップ

や子どもとの交流も行っています。アーティストの住むまちということで名をあげ、

移住者もあって人口が少しですが増加に転じているようです。若い人の望むものと

地域の提供できる資源がうまくマッチングしたということですね。そういう人を「よ



16 
 

うこそ」と歓迎する気風、すなわち開放性が備わっていることが鍵です。  
交流人口を増やすことも大切で、ちょっとやって来る人やしばらく滞在する人も

含めて、さまざまな形の交流を増やしていく必要があります。これらを産業として、

雇用を生み出すことも考えてもいいのではないでしょうか。若者がとどまるまちは、

そういう要素をうまくキャッチして、産業化している所です。  
財源の問題も大事なことで、まちづくり基本条例のどこかに書き込まれるでしょ

うが、健全財政や効率性・有効性・経済性を追求すること、公共性を担保しながら

財政運営を進めていくことが大切です。これに関しては、多くの自治体の自治基本

条例に盛り込まれています。  
先ほど出ていた質問で、どれだけの人口があれば自治体が維持できるのかという

ことでしたが、理論的には 300 人でも可能です。ただ、コストがかかりますし、財

政の 99％を地方交付税でまかなうということになります。現に人口数百人の自治体

も存在します。日本で一番人口の少ないのは東京都青ヶ島村で、人口 170 人弱です

が、ちゃんと村役場も村議会もあります。市町村合併が盛んだった頃、人口 1 万人

以下の自治体は合併させるということが叫ばれていましたが、経済効率性からの見

方です。  
今後は、吉野町も交付税依存から脱し、自主財源を増やしたいということから、

観光に力を入れるなどで税収を確保することが考えられます。  
地域の継続性について多くの人が意見を述べられました。祭りや伝統行事が維持

できるのか、地域のお世話役はいらないのか、この地域はこれから先やっていける

のか、地縁組織を再編しないといけないのではないか、などがあがっています。こ

れらを整理すると、地域の総合力を活かす住民自治組織が必要だという話になりま

す。生駒市は小学校区単位の市民自治協議会設立へ動き始めました。奈良市でも同

様の取り組みが始まりました。大阪市では、ほぼ全小学校区に地域活動協議会が設

立されました。区役所には地域担当職員が貼り付いています。では、吉野町はどの

くらいの区域で、どのような団体や個人が入る仕組みを考えるのが良いか、を議論

していただきたいと思います。こういう新しい住民自治の仕組みを早くつくらない

と、もう集落は維持できないようになってきています。今は区長さんらに過重な負

担が押し付けられ、もう限界になっているのではないですか。高齢者も住み慣れた

地域を出ていくという羽目になりかねません。これは緊急課題です。このような住

民自治を支える仕組みを、まちづくり基本条例の中に入れ込む必要があります。名

称は、地域自治協議会でも、まちづくり委員会でもいいですから、皆さんで考えて

下さい。  
課題を克服するルールづくり、潜在力を引き出す仕組みづくりについてもあげて

くださいました。もう課題は分かっているので、批判ばかりしていても仕方がない、

どうするかを考えましょう。要は、地域にある資源をもっと活用しようということ

ではないですか。人材でも、たまたま表に出てきている人に何でも押し付けるとい

うのではなく、埋もれた人材を発掘し、皆の力を合わせてまちづくりに取り組んで

いきましょう、ということです。声をかけたら動いていただける人はまだまだいら

っしゃるはずなので、こういう人を掘り起こすことから始めたらどうでしょう。人
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口規模がさほど大きくない吉野町では、コミュニケーションの密度が高いのが強み

です。もっとコミュニケーション密度を高めるために、「新しいお友達づくり作戦」

のようなものや、子どもと高齢者の出会いの場等を仕掛けてみる。また、地元の高

いスキルを持った人を「吉野マイスター」などの称号をつけ、町民主体で表彰する

というのも面白いかもしれません。吉野の歴史の語り部とか、木工技術に特にすぐ

れている人とか、皆で誉め讃え合う、元気づけ合うということも、楽しいまちをつ

くるのに役に立ちます（民間テレビ番組でやっている「となりの人間国宝さん」な

ど）。コミュニケーションを活性化するためには、祭りとか、スポーツとかの機会を

とらえるのもいいですね。これらもソフト資源と考えて下さい。  
御輿の曳き手は居るけど乗り手が居なくなった祭りの話が出ましたが、太鼓の叩

き手、笛の吹き手、踊り手などを公民館や文化会館等で正式に育成してもいいので

はないかと思います。そういうことには、公共のお金を使ってもいいのではないで

すか。祭りは宗教行事だから公金を使ってやるのはいかがなものかという声がよく

出ますが、これは伝統行事、民俗芸能を保全するもので、全く問題はないと考えら

れます。祭りは、防災体制を作り直す仕組みでもあるのです。さまざまな役を順送

りに経験していく、共同行動を取っていくというような、非常時に生きてくる行動

様式を訓練しているとも言えるのです。ですから、祭りができない集落は防災機能

も機能しません。  
広域連携はとても大切な事です。吉野町だけでは生き延びていけません。県内で

も単独の消防はほとんど無いことに示されるように、自治体同士連携すれば効率的

に動く施策はたくさんあります。手を組んでやったらいいことは、吉野町が呼びか

けてもいいのではないですか。そういうリーダーシップも大事です。自治基本条例

でも広域連携はよく書かれています。  
産業は、先ほど出ましたようにＩＣＴにターゲットにした振興策もいいでしょう。

ただし、最先端の技術を持った若者は、地域に魅力を感じないと来ません。自然の

豊かさが創造性や生産性を高めるというなら、自然を大切にし、美しく維持してい

くことが不可欠です。文化、酒、食べ物なども魅力のひとつです。農産品のブラン

ド性もそうです。徳島県神山町のようにアーティストが住むまち、というのも新し

い視点でのブランド性の創出です。この場は総合計画審議会ではないので深入りは

しませんが、そういうことを可能にする基本ルールがある、という形で議論を進め

ていただけるとありがたいです。  
最後に交通アクセスですが、地域コミュニティが元気で、連携が取れているとこ

ろでは実現性は高いです。兵庫県丹波市の鴨庄自治振興会では自前で NPO をつく

りコミュニティ・バスの運行をしています。名張市でも錦生や薦原、美旗地区の地

域自治組織が同様に運営しています。神戸市の「ちょっとカー」というのも地域住

民が助け合いの精神でボランティア的に運営しています。  
これらについて何かご意見はありませんか。  
 

（委員）大体、言い尽くされていると思いますが、医療機関・地域医療がないと生き

ていけません。総合計画ではないので、まちづくり基本条例にそのまま入れること
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ができるかどうか分かりませんが。  
 
（会長）記録としては残しておきます。まちが衰退していくときには、医療機関とガ

ソリンスタンドがなくなるということが指標になるようです。  
  追加で発言なされる方はありませんか。今度は、私が○○できる、といった発言

を歓迎致します。  
 
（委員）吉野町でこういうことをしているという状況を、出身者を含めて町の外部へ

も発信していくことも大切ではないかと思います。こういうことを話し合っている

のだから吉野町へ帰ろうか、という説得材料にもなるのではないかと思います。  
  例えば、各地域のホームページを通して、遠くからでも自分の家族の安否を確認

でき、対処してもらえるような安心システムのようなものが考えられないでしょう

か。そのように、町外とつながる仕組みがあってもいいのでは。そういう安全の仕

組みに関する情報があれば、吉野町で住んでみたいという気持ちを持ってもらうき

っかけになるのではと思います。  
 
（会長）条例の中では、前文とか目的にそういった主旨を盛り込めるか考えていきま

しょう。吉野出身者とか、吉野が好きな人とかを「吉野人（よしのびと）」と呼ぶ

ことも考えてみてはどうでしょう。皆仲間だ、ということです。  
  次に、議題４に入ります。事務局から説明をお願いします。  

 
（事務局）資料５をご覧ください。仮称でありますが、「吉野町まちづくりフォーラム」

についての案を説明いたします。開催の目的としましては、吉野町のこれからのま

ちづくりはどうあるべきかについて町民の関心を呼び起こすことや、まちづくりに

あたっては町民、地域の役割が大きいこと、町民と行政との協働が大切だというこ

とを確認すること、さまざまな主体がまちづくりに参加するときには共通するルー

ル（まちづくり基本条例など）が必要だということについて、町民の理解を深める

ことにあります。 

  日程は来年平成 26 年（2014 年）2 月 22 日（土）、13 時 30 分から 16 時までの 150

分を考えております。会場は、耐震改修が終わる予定の中央公民館の大ホールです。

吉野町と、このまちづくり基本条例策定審議会との共催とさせていただきたいと思

います。内容構成はまだ決まっておりませんが、皆さんのご意見をいただくための

たたき台として示しております。3 部構成を考えており、最初はまちづくり基本条

例策定の取り組み状況の一端を知っていただくということで、審議会委員のどなた

かに報告いただければと思います。次いで、中川会長から吉野町のまちづくりの方

向について講演をいただき、休憩の後、事例報告とパネルディスカッションあるい

は会長、講師、町長等による鼎談を行ってはどうかと考えております。テーマは「み

んなで地域の元気づくりを」を仮に考えています。先ほど委員からご指摘がありま

したように、実際に自治基本条例ができて住民自治協議会などがこんな成果を上げ

ている、というような先進地の住民らの生の声を聞かしていただくことも考えてい
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ます。 

  委員の意見を伺い、具体化を進めていきます。 

 

（会長）今の説明に何かご意見はありませんか。 

 

（委員）集客について、広報誌に掲載して町民を広く集めるのか、地区で動員をかけ

て集めるのですか。吉野町民は、まだまちづくり基本条例は知られておらず関心が

薄いので、努力して参加してもらう働きかけが必要なのではありませんか。  
 
（事務局）全町民に広く参加していただきたいと考えておりますので、周知の仕方も

工夫していきたいと思います。ただ、こういったフォーラムにはなかなか足を運ん

でいただけない実態もありますので、その際には協力をお願いします。  
 
（委員）広報誌やケーブルテレビは見ている人が少ないのが現状で、この審議会委員

の募集さえ知らない人もたくさんいました。広報誌を「見ないと損する」というよ

うなアイディアを町が工夫しないとなかなか伝わらないのではないですか。CATV
を見ると、議会中継ではあの議員さんが防災に対して質問してくれているなとか、

この議員さんが保育に力を入れて発言してくれているな、というのがよく分かりま

す。そうなると、町民ももっと勉強したり行動したりしないといけないという意識

も生まれるのではないでしょうか。  
例えば CATV を見たらスタンプを押してくれて貯まるとピンクルグッズがもらえ

るとか、広報誌を読んでアンケートに答えたら役場にお礼を言われる、などの工夫

があってもいいのでは。  
 

（委員）それはパブコメの変則バージョンになるかと思います。パブコメであれば条

例に入れてもいいのでは。  
 
（会長）条例には直接関係はありませんが、広報誌について思い切った工夫が必要か

もしれませんね。市民は「モノを与えられるもの」と思っています。読んでもらえ

ない原因には、住民は与えられることに慣れていて、「知らないのは、読まない私

が悪いのではない。そういう状態にしている役場が悪い」と考えているのかもしれ

ません。  
 
（委員）そういうことに気づくきっかけを与えることも必要かもしれませんね。  
 
（委員）国あるいは吉野町全体のことを考えて動く人がどれくらいいらっしゃるのか。

利害や利己的な動機で動く人が多いのが現実です。そういう人をも引っ張っていく

努力は必要ですが、なかなか難しいところですね。  
 
（会長）やる気がある人、自覚がある人が人口の数％いればまちづくり活動は動き出
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します。全員で、というのは理想ではありますが、現実的ではありませんね。  
2 月のフォーラムでは、審議会の途中経過の報告をどなたかにお願いいただかな

ければなりませんので、お含みおきください。  
各部局に伝えるべき意見は伝えてください。  
では、第２回審議会を終了いたします。  

 
（事務局）次回は 12 月 16 日（月曜日）の午後 7 時から、この会場（公民館５階閲覧

室）で開催いたします。  
（閉会） 

 


