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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第３回会議 議事録 

 

日時：2013 年（平成 25 年）12 月 16 日（月）19 時～21 時 

場所：吉野町中央公民館 閲覧室 

出席者：委員 16 名（欠席 4 名） 

事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所 

○配付資料：議事次第、配席図／資料１第２回審議会議事録／資料２本日の進め方に

ついて／資料３前回カード整理／資料４－１カードまとめ／資料４－２カードか

ら「基本理念」「基本原則」へ図／資料５－１全体構成のイメージ図／資料５－２

前回カードと全体構成との対照図／資料６条例項目と論点／資料７今後の進め方

（グループ分け案含む）／資料８フォーラムについて 

○梅本（亜）委員から提出の、「吉野町の将来のまちづくりの方向｣についての意見書 

○参考資料として事前に送付；ニセコ町まちづくり基本条例・構造図 

 

開会 

（中川会長） 定刻になりましたので、第３回吉野町まちづくり基本条例策定審議会

を開会します。夜遅く、寒い中、ご苦労さまです。議事に入る前に、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、お手元の資料をご確認ください。 

 

～配布資料の確認～ 

 

なお、戌亥委員が 12 月 2 日付で吉野町民生児童委員協議会の副会長から会長に

就任されたので、名簿を改めて配布しています。続いて、本日の出席状況ですが、

定数 20 名中 16 名です。森口委員、戌亥委員、山口委員、梅本（亜）委員はご都合

により欠席との連絡をいただいています。 

 

（会長）事務局より報告があったとおり、審議会設置条例第 8 条第 2 項の規定に基づ

き、定足数に達していますので、会議は成立しています。 

  それでは、議事に入ります。議題１の「前回議事録の確認」について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

（事務局）本会議の前に各委員に第 2 回審議会の会議録案を送付し、内容をご確認い

ただきました。今日、お配りしている資料１の会議録案は、寄せられた修正意見を

反映し、委員の個別名を伏せたものです。今一度ご確認ください。  

 

（会長）ご意見をいただいた箇所が修正されているかどうか再度確認いただき、問題

がなければ、この内容で公開の対象としたいと思います。よろしいでしょうか？  
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（委員）13 ページの地区名は削除していただきたい。  

 

（会長）そうしましょう。ほかに意見がなければ、その変更だけ行って公開対象の議

事録とします。もし、何かあれば後で事務局に伝えていただき、処理については

会長に一任ください。  

 

     ～異議なしの声あり～  

 

ありがとうございます。今回の議事録署名人は亀田委員、辻委員にお願いします。 

ではここで、事務局から本日の進め方について説明をしてもらいます。 

 

（事務局）本日の審議会の進め方について、資料２で簡単に説明します。前の映像に

もお手元の資料と同じものを映しております。 

  この後、議題２として「前回の振り返りと補足について」を行います。前回審議

会で「吉野町のまちづくりの方向」についてご意見をいただいたものをまとめたの

が資料３で、これも前のパネルにも拡大して貼っています。これにつきまして、ま

ずは前回欠席の委員にご意見を頂戴します。出席された方でも、追加意見があれば

ご発言ください。  

  そのあと、議題３「前回の議論を踏まえた『基本理念』と『基本原則』について」

です。先ほどの資料３のカードを資料４－１のように組み換え、さらに「基本理念」

や「基本原則」に相当するキーワードを資料４－２に整理しています。キーワード

の追加など、抜けている部分を補っていただきたいと考えています。  

  休憩後に、議題４「吉野町まちづくり基本条例の全体構成について」に入ります。

その際、資料５－１、５－２をご参照ください。資料６で、まちづくり基本条例の

全体構成と各要素に関する論点についてご説明しますので、そののち、各要素に関

する審議をお願いします。  

次回以降は、いよいよ「吉野町まちづくり基本条例」の条文素案を作成していた

だく事になりますので、議題５で「今後の進め方について」決めていただきます。

これは資料７を使います。最後に、資料８を見て頂きながら、議題６「吉野町まち

づくりフォーラムについて」の現在の準備状況を報告します。  

 

（会長） 事務局から本日の進め方の説明がありました。本日は夜間の開催ですから

午後９時の終了を目指して進めて行きたいと思いますので、委員各位のご協力を願

いします。  

それでは、議題２「前回の振り返りと補足」。事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局） お手元の資料３と資料４と同じものを拡大して前のボードに貼り出して

います。後ほど、委員のご意見のキーワードをこれに書き加えていきます。  

資料３は、前回審議会で「吉野町のまちづくりの方向」についてについて出た意

見のキーワードです。議題２では、まず、前回欠席された方に「吉野町を将来どの
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ようなまちにしていきたいか」について意見をいただきたいと思います。スタッフ

がキーワードをカードに書き取り、貼り出しの拡大図に加えていきます。他の委員

の方にも、この整理を見て追加したい意見をお出しいただければと思います。これ

らは、次回に向けて整理し直し、条文作成の参考とします。  

 

（会長）事務局から議題２について説明がありました。前回欠席の 4 人の委員、ご意

見をどうぞ。  

 

（委員）吉野町は広い土地が無いところなので、新しい産業を興すことは難しいが、

優れた観光地があります。だから、外から来られた方から元気をもらい、外の人を

元気にするという交流、単なる「観光」ではなく、外来の人を快く受け入れて交流

を深めることが大切です。吉野の資源は「花（桜）・水（吉野川）・木（樹木）」と

例えられますが、その吉野川に多くの人が車でやって来てバーベキューなどを楽し

んでいます。人がたくさん来ると河原が汚れる、という声も有りますが、私が関わ

っているリバーサイドフィールドでは、バーベキューは有料ですが、来訪者は帰り

際に「ありがとう」と言って下さいます。ですから、川遊びを規制するより、来訪

者と共に川の環境を守っていこうということをアピールすることが大切だと思い

ます。また、上市などの古い街並みを散策する人は少ないですが、空き地にベンチ

を置くなどして住民がもっと街に出て交流できるようにしてはどうでしょう。そこ

で、来訪者も一緒に語り合い、温かい街並みを醸し出せないかなと思います。  

 

（委員）人口が減少する中では、人と人、人と村、村と町のつながりが大切だと感じ

ています。いま、一人暮らしのお年寄りに対して「外に出て来ませんか」「イベン

トや祭の時に話しをしましょう」と呼びかける活動をしていますが、ずっと続いて

いければいいと思います。小水力発電普及の活動にも関わっており、自然環境を大

切にすることにつながるのではないかと考えています。また、町内の各種団体と一

緒に何かしたいと考えていますので、よろしくお願いします。  

子どもが結婚して町内に家を探しましたが、手頃なところはありませんでした。

新しい家もあまり建っていないようで、吉野町は新しく人を住ませるのは難しいま

ちだと感じました。  

 

（委員）吉野山の桜は全国的に有名で大勢の人が来られるけれど、桜以外にも国栖の

紙漉き体験をしたり、歴史探索をしたりして、町内のあちこちを回るようにするア

イデアを出し、仕掛けを作ることが重要です。いろいろな観光要素を組み合わせて

楽しめ、ひいては滞在してもらえるようにしていきたいと考えています。そうなる

と、宿泊施設が必要で、吉野山だけでなく街中にもあったらいいと思うのです。空

き家などを改修して宿泊施設にできるのではないでしょうか。そんな取り組みを地

域の人が盛り上げ、支えていければいいと思います。  

吉野町には、まちづくり活動をしている人、ボランティア活動をしている人がた

くさんおられます。その人たちをつなぐ仕組みがあれば、もっと大きな力になり、
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点の活動が線や面に拡がっていくと思います。  

また、子育て中の若いお母さん方が集まる場所がなく、自分たちでつくろうかと

いう声も聞こえてきます。そういう若いお母さんたちの居場所が、町内各地にでき

るといいなと思っています。そこは、若いお母さんたちだけでなく、高齢者も若い

人も、みんなが交流できる居場所であってほしい。イベントの予告やボランティア

募集などいろいろな情報が集まる場、自分たちもこういう活動をしていますという

ような情報を発信できる場。そんな場があれば、人がもっとつながり、地域が元気

になっていくと思います。  

 

（委員）吉野町は、桜など自然環境や歴史では全国に知られていますが、足下の商店

街はどうかというと、本当に寂れています。人口の減少や近隣に大型店舗が開店し

たということもありますが、吉野らしい特色ある商店をつくっていくことが大切で

はないかと思います。例えば、健康を意識した野菜（中でも根菜類）をターゲット

とした店づくりをするなどが考えられます。吉野町の野菜は、大型スーパーや道の

駅にも出品し好評を博しているわけですから。その野菜作りに、元気な高齢者が参

加して、生きがいづくりになればいい、と思っています。ただ、観光客を引きつけ

ようにも駐車設備が不十分などのマイナス要素もあります。割り箸製造や紙漉きも

限られた事業所で行っており、大量の観光客を迎えられる規模ではないので、行政

とも連携して、何らかの対応策を考えていく必要があると思っています。  

今一つ、教育が大切であると思います。高校生になると橿原などへ出てしまいま

すが、由緒ある吉野高校を応援し、充実していく努力が求められます。  

 

（会長）他に梅本亜祐子さんから紙面で意見をいただいておりますが、キーワードを

カードにして貼り出しております。追加意見がある方は発言をお願いします。  

 

（委員）今、町での図書館は土日のみ開設されています。今後は、６０歳以上の人達

が増えると思われますので、月曜日から金曜日も図書館を利用出来る町へと考えま

す。広報には「日本で最も美しい村」連合に吉野町は加入していますとありますが、

まちづくりに繋がっていけばと考えます。広報のトップに書かれるようになったい

きさつはわかりませんが、空き家等の道端には煙草、土手にはペットボトルや缶等

のポイ捨てがあります。住人の家の前や道の真ん中にには見当たらないかもしれま

せんが、ポイ捨てが目立ちます。住人ひとりひとりが問題意識を持って「捨てない

努力」「ポイ捨て無しの町」をと考えます。また世界遺産、指定文化財を火災から

守り、次世代に受け継いでいくためにも煙草のポイ捨ての無いまちづくりをと考え

ます。  

 

（委員）今、日本で一番美しい村連合について話題にあがりましたので、少し説明を

加えます。この連合の全国大会が 10 月に隠岐の島の海士町でありまして、我々も

6 人で参加して、全国の方と交流してきました。海士町は人口が約 2,400 人の小さ

な町で、一時は財政状態の非常に悪かったそうですが、現町長（鳥取出身）が就任
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して以来、町職員は土曜日曜もない状態で働いています。この職員も地元出身もさ

ることながら埼玉や愛媛など全国各地から来ているそうで、一人三役くらいこなし

ているようです。小さな町ですが、たいへん活気のある町という印象で、勉強にな

りました。11 月には区長連合会の研修で、鳥取県の智頭町に行きまして、セラピー

ロードなど見て参りました。ここの町長も元気な人で、町職員ものびのびと仕事を

しているようでした。昼は職員として働いていますが、夜は住民として地域づくり

活動にも参加しているそうです。  

 

（会長）いまおっしゃったことは、町の大小ではなく、町民、行政、政治家が本気に

なって取り組めば活気のある町はできるのだという実例をご覧になられたという

ことですね。  

いま出された意見はカードにして、資料３に追加されます。整理して次回に配布

され、共有しましょう。 

それでは、議題３「前回の議論を踏まえた『基本理念』と『基本原則』について」

に入ります。まちづくりの方向は、前回の審議と今日の意見で、大筋はできてきた

と思います。まちづくり基本条例の「基本理念」の柱は、これまでの審議を経て、

資料４－２にあるように「自然を保全し、活かす」、「歴史を大切にする」、「文化を

守り、育てる」などたくさん出ています。これらのキーワードは、まちづくり基本

条例の「前文」や「基本理念」、「基本原則」に反映されていくものです。今回は「前

文」については触れませんが、「理念」と「原則」に当てはめていただきました。た

だ、これまでは「理念」、「原則」を意識した発言ではありませんでしたので、まだ

抜けているところもあるかと思われます。  

そこで、条例の「理念」、「原則」について、盛り込むべきことがあれば意見をい

ただきたいと思います。  

事務局から資料の説明をお願いします。  

 

（事務局）資料３のカードを主な項目毎に整理し直したものが資料４－１です。左側

に主な項目のラベルが並べられ、中程の囲みのなかに出された主な意見を、右の囲

みの中にはその意見の主旨を書き込んでいます。前回のカードとこれまでの議事録

を見直して書き出したものです。右下が結論で▽「吉野人（よしのびと）」をふや

す▽課題を克服する過程でのルールをつくろう▽吉野町で暮らすことの誇りを持

とう▽批判より前向きの提案をしよう、自分から動こう－とまとめました。これら

が、まちづくり基本条例として具体化される、という流れになっています。  

  これらの意見をまちづくり基本条例の「基本理念」と「基本原則」に反映させた

のが資料４－２の図ですが、まだ少し足りないところもあるのではないかと思われ

ます。今日はこれを補充する議論をお願いします。  

 

（会長）では、希望者から発言をいただきましょうか。なお、「基本理念」は、大切

にしたい価値を明らかにするものです。「基本原則」は、基本理念を実現していく

ときの行動原則、手順・手法等を示すものです。一般に原則は「仕組み」に近いも
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のです。両者を一体とする自治体の条例もありますが、とりあえず今は、分けて考

えましょう。 

 

（委員）理念のうち、この町を愛していくというのは、どこに当てはまるのでしょう

か。この町に生まれて良かった、この町で暮らしていて良かった、というような言

葉を入れてはどうかと思いました。 

 

（委員）人権、つまり子どもからお年寄りまで、すべての人に基本的人権があるとい

うことは、大切にしたい価値だと思います。  

 

（会長）「一人一人を大切にする（人権）」と「子どもと高齢者を大切にする」が入っ

ていますが、例えば女性とか障がい者にも目配りが必要ですね。  

 

（委員）吉野町の産業の柱は林業・製材業と観光ですが、これらを代表する人の意見

が入っていないのはいかがなものかと思います。また、小学校高学年や中学生にな

ると吉野のこともわかって来るので、これらの子どもたちとの交流があれば、将来

への理念が見えて来るのではないかとも考えます。  

 

（会長）「自然を保全し、活かす」ではまだ不十分だということですね。  

 

（委員）まちの基本理念の前に、一人一人の理念、つまり自分自身がどう生きていく

のかという価値観があるのではないでしょうか。自分自身の理念があって、それが

集まってまちの理念になると思います。  

 

（会長）それは「人それぞれが、個性的に生きられるまち」ということではありませ

んか。  

 

（委員）少しちがうかもしれません。価値観には精神的な価値観と経済的な価値観が

ありますが、かつて「吉野曼荼羅まちづくり会議」で政策提案してきたような具体

的な施設や仕組みをつくるというのではなく、もっと大きな、生き方の枠組みとい

うレベルのことを考えています。いろいろな価値観がある中で、何か一体化できる

価値観があってもいいのでは。ただし、それは、一人一人の自分の生き方に足を置

いているということだと思っています。  

 

（会長）一体化する部分もあるけれど、その枠の中で幅広く多様な生き方をしていこ

うということでしょうか、あるいは、町民一人一人が自覚してまちの運営に参加し

ないと町は活性化しないということでしょうか。後者は市民としての自覚、という

ことかと思いますが。  

 

（委員）後者に近いと思います。自分つまり個人がこの町でどのように生きていこう
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かという事と、周辺の人とどう関わって生きていこうかという時の姿勢を何に求め

るか、を最初に考えないといけないのではないかと思っています。産業を興して町

を活性化しなければならないことは分かるのですが、その大元の自分の生き方が町

の姿を左右すると思うのです。先ほど紹介された海士町で住民が生き生きしている

のは、他人の目を気にするのではなく、自分自身が楽しく生きているという事がに

じみ出ているのだと思います。吉野町も今後は人口が減りますが、それでも個人と

して自立しておれば活気のある町になると思うので、そういう方向に転換していか

なければならないのではないかと思います。  

 

（委員）40 年前、吉野町の産業は観光と木材産業の二本柱でした。その木材産業が材

木価格の低迷によって縮小し、町全体の元気が失われていきました。そういう現状

を踏まえ、どう活性化していくかが問われています。先ほどから、外部の人を迎え

るということに重点を置いた話が出ていますが、吉野町自体が迎え入れるための条

件が整っているのでしょうか。迎える姿勢をどうつくっていくか。産業や生活の現

状の実態を踏まえ、条例に方向性が盛り込めたらいいのではないかと期待していま

す。  

 

（委員）私自身も、人生をいかに生きるべきかという事があらゆる行動の基礎にあり

ます。人生の節目にきて、これからは、町や地元のために何か力を出せないかと考

える時、私は「個」から考え始めます。「個」とは個人やグループを指します。例

えば吉野町への観光客が年間およそ 110 万人いたとして、それをマスとして捉える

のではなく、観光客一人ひとりのニーズに合った内容を提供できないかという視点

で考えたい。行政や観光事業者の努力は言うまでもなく、森林セラピーなど吉野ビ

ジターズビューローの新しい事業展開、ボランティアの観光案内に加えて、吉野の

民話や伝承を紙芝居や人形劇で知ってもらう。あるいは手話で説明するなど各種ボ

ランティア活動の横の連絡、いろいろな町おこし団体と観光との交流、宿泊もモノ

作りができる民泊など、新しいカタチを考えた多様性が必要とされます。そういう

迎え入れの対応は、個から始まるとしても、それらがつながれば大きな潜在能力を

発揮することができるのではないかと考えます。そのための仕組みをつくる指針を

条例の中で考えるということです。  

 

（委員）理念すなわち大切にすべき価値観について意見交換をしていますが、今の意

見は、これまでの意見を掘り下げる方向での議論ですね。自然の保全というキーワ

ードにしても、産業や観光に活かすというだけでなく、もっと多面的に見ていくこ

とができるのではないかというご意見でした。自然保全と同時に生活環境・景観を

美しくするという方向も必要なのかもしれません。子どもを大切にというより、子

どもに未来を託す、という言い方の方がいいかもしれません。  

また、町民として住み続けるという自覚・覚悟というのが住みやすいまちをつく

る、ということではないでしょうか。先ほどの海士町や智頭町では、町民が覚悟し

てまちづくりに取り組んだから元気な町ができたということでしょう。その意味で、
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住み続けられる・住みたくなるまちをつくる、という言い方が適切なのかもしれま

せん。  

基本原則について、もう少し意見を出してください。先ほど、市民活動団体・Ｎ

ＰＯがつながっていないという話がありましたが、「連携」「協働」が必要だという

事ですね。海士町や智頭町には、首長、議会、町職員、町民の多様な連携があって、

職員が家に帰れば住民として地域づくり活動に参加するという例が出ていましたが、

こういう動きが吉野町でももっとできないか。行政運営に町民がもっと参加しても

いいのではないか、コミュニティの活性化に対しても行政ももっと関わってもいい

のではないか、職員もＮＰＯに参加するなど、相互乗り入れのまちをつくるべきだ

という考えも共有されたと思います。これも原則に入れられますね。  

 

（委員）質問ですが、海士町では、何を到達点として住民、職員らが頑張ったのです

か。  

 

（会長）若者が、Ｉ・Ｊ・Ｕターンをして町にやって来るという壮大な挑戦を始めた

のでしょう。そうすると、よそ者を歓迎する町でないといけないわけです。勇気の

要ることです。  

 

（委員）外部の声をまちづくりに活かしていくという視点は大事だと思います。先日

大淀町でのジャズのコンサートに行ってきましたが、約 100 人が集まっていました。

吉野町では、これだけの人が集まるかどうか。人口規模はともかく、吉野町は他の

まちに比べ人が集まりにくい、排他的だという声もあります。その原因を探り、乗

り越えていき、外部からの声をよく聞くなどして、人に移り住んでもらうことを推

進しなくてはいけないと思いました。  

 

（会長）そういう意見を踏まえると、「参画・協働」が基本原則に必要ということです。

住民と行政、住民と議会、住民同士の、そして、地域と行政、町外と町内の連携・

協働があらゆるところで行動原則となってきます。人権の視点から全体をくくるキ

ーワードとしては「多様性の尊重」ではないかと思います。吉野町のアイデンティ

ティは、個性的なものを包容力を持って迎え入れていくことによって更に磨かれて

いくのだろうと思います。古いものは、新しいものを入れないと輝きません。そう

いう視点が必要です。男も女も、障がいのある人もない人も、みんな同じ発言力を

持って、堂々と自由にものが言える、生き生きしたまちを目指す、ということを、

原則として表現するならばそれは「多様性」でしょう。  

あと、吉野町の町政運営として、透明で健全な行政運営も謳っておく必要がある

のではないでしょうか。  

 

（委員）行政改革は永遠の課題ですが、住民の方がどれだけ関心を持っていただける

かで大きく変わっていきます。その意味で、町政について知っていただく、情報を

提供するということが大切です。  
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かつて 100 人会議（注：吉野曼荼羅まちづくり会議）という政策提案の集まりが

あり、そこからいろいろな活動グループが生まれました。そんな多様なグループや

個人がまちづくりを目指して交流できる場として「まちづくりセンター」を作ろう

という声もあがりましたが、いつの間にか聞かれなくなってしまいました。しかし、

住民の活動を後押しする仕組みは必要だろうと思います。行政からの協働の提案だ

けでなく、住民から行政への協働の提案があってもいいと思いますので。  

 

（委員）共助・共有が書かれていますが「自助努力」ということが抜けているのでは

ないかと思います。これまでは、住民は何でも行政がやってくれるという他人任せ

の傾向があり、要求ばかりしてきました。昔は、自分でできることは自分でやって、

できないところだけ他に頼ったと聞きますが、そういう住民の自助努力も必要なの

ではないでしょうか。  

もう一つは、潜在している人材を発掘する必要があるということです。町会議員

に女性は一人しかおらず、区の役員にも女性はほとんどいません。女性が能力を発

揮できる分野はたくさんあると思われますが、吉野町には女性の足を引っ張ること

がないわけではありません。そこを改善するようなことを盛り込めないでしょうか。 

 

（会長）自助・共助・公助ということは最近よく言われていますが、これはヨーロッ

パ自治憲章に明記されている「補完性の原則」そのものです。自分でできることは

自分で、家族でできることは家族で、家族でできないことは近隣で、近隣でできな

いことは地域で、地域でできないことは自治体で…と補完していくことです。自助

という事を「自治」の精神の中に据える。その上で、共助つまり地域で助け合う仕

組みや、ＮＰＯが町の横串として支えるということも入っていればいいという事だ

と思います。  

これまでの議論で、理念・原則ともかなりカバーできたと思うので、整理して次

回に示します。一旦休憩します。  

 

～休憩～  

 

（会長）再開します。議題４「吉野町まちづくり基本条例の全体構成」について、事

務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）資料５、資料６で説明します。資料５は、自治基本条例・まちづくり基本

条例の先行事例から、主な要素を取り出し、条例の全体構成として図示したもので

す。資料６は、条例の項目毎のキーワードと論点を、先行事例から整理したもので

す。チェックリストとして使っていただくため作成しました。  

本日は、この全体構成図をご覧になって、吉野町でどれを取り入れるべきか、ど

こに力を入れるべきか、等について意見をいただきたいと思います。条文について

は、次回以降、逐一審議してもらいますので、今日のところは全体の構成について

検討いただければと思います。  
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なお、資料５－２は、これまでの審議で出たキーワードが、条例のどの部分と関

連するかを、資料５の図に書き込んだものです。意見は、あちこちに関係している

ことがお分かりかと思います。  

 

（会長）資料５は、まちづくり基本条例は大体このような構成になるのではないか、

という設計図です。今後この構成を基に進めて行きますが、全体構成のイメージを

共有する意味で、また付け加えることがありましたら順次意見をいただきます。  

 

（委員）「世界遺産を活かしたまちづくり」とありますが、これは当然のことだと思い

ますが、これを「世界遺産及び自然環境を活かしたまちづくり」としてはどうでし

ょう。  

 

（委員）示されている全体構成で、いいのではないでしょうか。  

 

（委員）小規模自治体の目安は人口１万人と思っていますが、吉野町でそれを下回っ

た時点で、どうしてもっと危機感を持たなかったのでしょうか。ピンチをチャンス

に変えると言われますが、その意味で「安全・安心のまちづくり」が大切だと思い

ます。例えば、子育て、老後、災害、食べ物、地域の安全・安心を大事にしていき

たいです。 

 

（委員）議会基本条例を町議会の総務委員会で検討していまして、定数の話も含めて

継続審議中です。質問ですが、議会基本条例はまちづくり基本条例とどう関わるの

でしょうか。もう１点、町民の役割・責務のところで、個々人の役割・責任をどう

表現するのかが気になっています。 

 

（委員）全体構成はこれでいいと思いますが、文章化（条文化）するときに、限られ

た時間とメンバーでどこまで掘り下げた議論ができるのかが気になります。 

 

（委員）まちづくりで肝心なのは、人口が減少せず増加すればいい、という１点だと

思います。人口が増加していくためには、安全・安心も大事ですが、楽しいまち、

興味深いまちになることです。そうなると、よそに移住しなくなり、吉野町に行っ

てみたくなり、観光客や移住者の増加にもつながるのではないでしょうか。キーワ

ードは「人口」だと思います。 

 

（委員）「世界遺産を活かしたまちづくり」だけでなく、吉野町には指定文化財もたく

さんありますので、それらも含めたまちづくりを進めた方がいいと思います。 

 

（委員）総合計画とまちづくり基本条例とを、どう整合させたり棲み分けたりするの

か、いろんな条例や計画と、どのように整合性を保つのかが気になります。 
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（委員）この条例は、改正をすることはあるでしょうが、ずっと継続していくもので

すね。そうすると、見直しの手続き等あるいは最高規範性はどうなるのでしょうか。

また、例えば特定秘密保護法（注：特定秘密保護法には当該の規定はなく、武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）の第 82 条、

第 113 条に土地建物等の強制利用規程がある）で、国が何かに対処するために民間

の財産を利用できるという規定があるが、これは基本条例と関連するのでしょうか。 

 

（委員）吉野町には山も川もありますが、「防災」に関する項目が抜けているのではな

いでしょうか。 

 

（委員）情報の共有のところに個人情報の保護が入っていますが、個人情報は共有で

きるのでしょうか。区長をしていて住民が救急車で病院に入っても何の情報も得ら

れないのを歯がゆく思うこともあります。これをどう考えたらいいのでしょうか。 

 

（委員）社会教育がありません。また、学校教育は別扱いになるのですね。 

 

（会長）社会教育は生涯学習に含まれるというのが今の考え方です。生涯学習は入っ

ています。この条例では、学校教育は別にしています。 

 

（委員）先ほど委員が言われたが、安心・安全のまちづくりを進める必要があるので、

「防災」を入れてほしいと思います。 

 

（委員）智頭町へ行った時、町職員が地域活動に参画しているという説明を受けまし

た。役所は土日は休みですが、地域は土日に活動していますのでズレがあります。

よりスムーズに住民自治を進めるためにも、町職員の責務の中に住民として地域活

動への参画を入れてはどうかと思います。 

 

（委員）私は伊勢湾台風を経験していますので、「防災」が大事だと思います。また、

良い条例ができても住民にどれだけ浸透するかが課題です。町から防災マップ（ハ

ザードマップ）が配られましたが、どこかにしまいこんでいる人が多いのが現状で

す。この条例も、町民にどう浸透させるかが課題だと思います。 

 

（会長）ご意見ありがとうございました。ご質問もあったので、順にお答えしていき

ます。まず、町民の責務をどこまで書き込むかですが、この場合の責務は理念的責

務となります。ですから、この町を愛するとか、互いに助けあうということなどは

書き込んでもいいのではないでしょうか。まずは皆さんの考えを思いっきり書き込

んでいって、法文に馴染まないものは役所の専門部所で整理してもらいましょう。

ただ、責務とうたっても、活動に参画しないことで差別的な扱いを受けることはあ

ってはならない、ということもきちんと書いておく必要があります。 

情報の公開と個人情報の保護の関係は、既に整理できています。保護されなけれ
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ばならないのは個人情報で、役所の公共情報は原則公開されるという事になります。

ですから、救急車で搬送された方の個人情報は共有できません。ただ、お互いが知

り合っていて普段から助け合うという関係なら、本人が許せば共有してもいいだろ

うと思います。一人暮らしのお年寄りの場合は、民生・児童委員さんや自治会長さ

んが共有していてもいいと思います。個人情報について過剰反応が起こるのは、そ

ういうことを個人情報保護違反だと訴える市民がいるからです。この件は、条文作

成の時にも議論しましょう。私自身は、完全プライバシーはありえない、それでは

地域社会が成り立たなくなると考えています。半透明程度がいいのではないかと思

います。 

住民自治の基礎的コミュニティに関わる話かも知れませんが、町職員の地域活動

への参加については、町職員の責務の項に書き込むことができます。「町職員も地域

住民として積極的に地域まちづくり活動に参加するものとする」「町職員は住民との

参画と協働に努める」などを盛り込んだ事例はあります。 

まちづくり基本条例と議会基本条例関係は、一般的には後者の方が詳細で、内容

も豊富です。まちづくり基本条例では「吉野町では議会の役割と仕組みはこうなっ

ています」という内容を中学生にも分かるよう易しく書き込むといいのではないで

すか。まちづくり基本条例と議会基本条例とが齟齬があってはいけませんので、詳

細は議会基本条例で、という書き方が多いです。もし議会基本条例に議員倫理規定

が書き込まれておれば、まちづくり基本条例にも入っていると恰好いいですね。並

行して策定作業を進めてもいいと思います。この審議会には議員さんが二人も参加

されておられるのですから、事前審査にならない範囲で示唆と助言をいただき、両

基本条例が両輪となってつくられればいいのではないでしょうか。 

  総合計画とのまちづくり基本条例との関係ですが、総合計画の策定を法的に位置

づけるのがまちづくり基本条例で、こちらが上位規範になります。まちづくり基本

条例に、総合計画を策定しなければならないと書き込めばいいのです。平成 23 年 5

月に地方自治法が改正され、市町村の総合計画（法律上は“基本構想”）策定の義

務づけが廃止されましたので、総合計画の策定を公的に位置づけるためにまちづく

り基本条例に書き込む必要があります。そのとき、総合計画の基本構想部分は議会

の議決を必要とする、ということも付け加えることもできます。 

  世界遺産だけでなく指定文化財も自然も大切にしよう、それらを活かしたまちづ

くりを進めようというご指摘はもっともなことなので、条文を設けたり、基本理念、

前文に書き込んでいきましょう。 

  防災は、危機管理のところで謳います。災害対応だけでなく、広い意味での危機

管理として、犯罪対応や組織内部の危機（大汚職事件など）対応なども含んで考え

ましょう。 

社会教育は広い意味で生涯学習に入っています。これまで生涯学習とまちづくり

は無縁だと考えられていましたが、それは間違いでして、ユネスコの見解でも、ま

ちづくりにつながっていかない生涯学習には意味がない、とされています。自分だ

けが楽しむ学習ではなく、他の人と一緒に成長しよう、他の人とつながってまちを

良くしていこう、というのが生涯学習の主旨です。 
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  特定秘密保護法の話は、問題が違うのではないでしょうか。ここでいう最高規範

性は、吉野町の条例の体系における最高規範です。憲法 94 条で法律の範囲内で条

例を制定できるとあり、法律の枠を超えて定めることはできません。しかし、法律

で定めがないが、必要な事については自治体条例で定めることができます。例えば、

法令順守や公益通報制度、パブリックコメントなどがそうです。パブリックコメン

トは、国は法律でしなければいけないことになっていますが、自治体には義務づけ

がなく、多くの自治体が要綱で実施しているのが実態です。兵庫県の神戸市、西宮

市、宝塚市などパブリックコメント条例や参画と協働条例に基づき実施しています

が、まだこのようにきちんと担保しているところは少ない。吉野町のまちづくり基

本条例では、大事なことは条例に盛り込んでおいた方がいいでしょう。行政評価や

外部監査制度、危機管理なども法律では義務付けされていないので、自治体の立法

（条例制定）で決めています。 

住民投票もそうですね。ただし、住民投票は現行地方自治法の範囲中でも可能で

す。有権者の 1/50 以上の有効署名を集め、住民投票条例の請求をすれば、議会での

議決が必要ですが、実施できるのです。この場合、地方自治法上の条例改廃請求権

を使います。住民投票の仕方として、条例で常設型とするか、同じく個別型とする

か、条例では規定せず地方自治法の制度を使うか、の３通りがありますので、また

議論しましょう。いずれにせよ、住民投票の結果に法的拘束力はなく、参考意見に

とどまることは理解しておいてください。 

  今後、この枠組みで皆さん方と議論をしていくということでよろしいでしょうか。 

 

   ～異議なしの声有り～ 

 

ありがとうございました。 

 

（会長）次回以降、条文の審議に入りますが、議題５の「今後の進め方」について事

務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）資料７により、今後の進め方について説明します。第 4 回から第 8 回まで

の５回を、条文の審議に充てたいと考えています。次回以降、条文の審議に入りま

すが、全員が全項目を審議していただきたいと思います。ただし、話しやすくする

ために全体を２つのグループに分けます。皆さんの属性等に配慮し、事務局側で資

料７のように第１グループ、第２グループ、各 10 名ずつに分けさせていただきま

したので、ご了承ください。 

審議会の進め方としては、最初の約 15 分を全体会として前回の成果を共有します。

その後、２グループに分かれて条文の審議を行います。検討項目は共通です。グル

ープ討議の進め方は、事務局からたたき台（検討の素材：論点整理、条文案等）を

提出しますので、それに基づき審議していただきます。進行は、委員あるいは事務

局が担います。記録は、自由な意見交換をしやすくするために、条文等への意見集

約およびワークショップ等で作成した資料（模造紙、付箋等）とします。全体会の
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議事録のような詳細なものは作成しません。各回で出された意見は、事務局で整理

して、条文素案として次回に提出する、という形で進めたいと考えています。なお、

これまで「分科会」と呼んでおりましたが、同じ内容で並行して進めるという事で、

今後「グループ」と呼ぶことにします。 

 

（会長）今後の進め方について説明がありました。何かご質問、ご意見はありません

か。同じ内容を二つのグループで議論するということですが。 

 

（委員）全項目とは、どの範囲ですか。 

 

（会長）この全体構成図の範囲ですが、前文は最後に検討します。この進め方でよろ

しいか。 

 

   ～異議無しとの声有り～ 

 

（会長）では、原案のように進めさせていただきます。では、議題６の「吉野町まち

づくりフォーラムについて」。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）資料８で進捗をご報告します。前回、フォーラムの大枠をご承認いただき

ました。開催時期および会場は、平成 26 年 2 月 22 日（土）13 時 30 分から 16 時ま

で、中央公民館大ホールです。吉野町と吉野町まちづくり基本条例策定審議会によ

る共催で開催します。 

プログラム構成は、前回ご承認いただいたように、まず吉野町まちづくり基本条

例策定審議の中間報告を行い、これは審議会委員のどなたかにやっていただくこと

になります。続いて、中川会長の基調講演。そして、自治基本条例が策定されて地

域が活性化したという先行事例の報告として、兵庫県朝来市の与布土地域自治協議

会会長の岡林史郎さんに来ていただくことで内諾を得ています。広報は、広報よし

の 2 月号のほか、チラシ、ポスター、区・町内会・自治会、ボランティア団体（社

会福祉協議会）、地域づくり団体などを通して周知します。審議会委員のみなさんの

ネットワークでも広報をお願いしたいと考えております。 

以上、進捗報告でした。 

 

（会長）日程と会場は説明の通りです。吉野町のまちづくりの方向を、先進事例等を

参考にして考える中で、まちづくり基本条例について町民の理解を深める、という

主旨です。審議会委員には、条例の審議状況の報告をお願いしなければなりません

ので、よろしくお願いします。この件は報告、ということでよろしいでしょうか。 

  

     ～異議無しの声有り～ 

 

全議事は終了しました。事務局から次回の予定などをお願いします。 
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（事務局）次回審議会は、平成 26 年１月 17 日金曜日の 10 時から 12 時で、本日と同

じ会場です。 

 

（会長）他に何かありませんか。 

 

（委員）この審議会は議会でも話題になっていて関心をお持ちの方もいらっしゃいま

す。傍聴席を設けていますが、どなたも来られていません。この審議会の開催日時、

場所についての広報はどうしているのですか。個別の問い合わせはありますか。 

 

（事務局）今はケーブルテレビの文字ニュースだけです。先の日程が決まれば広報誌

に載せられるのですが。ホームページでは、新しいカテゴリーを設け、年内にはこ

れまでの議事録とともに公開する予定です。問い合わせは、今のところありません。 

 

（委員）フォーラムは何人ぐらい集める予定ですか。 

 

（事務局）中央公民館の大ホールなので、300～400 人位と考えています。20 日に、区

長会連合会の理事会がありますので、そこでもお願いしようと考えています。 

 

（会長）ある程度動員をかけるのは悪いことではありません。「来てよかった」と言っ

ていただける内容にしていきましょう。 

 

（委員）ＰＴＡや産業界など、委員に入っていない人の声を聴く機会はあるのですか。 

 

（事務局）パブリックコメント以外にも、皆さんから意見を聞く機会を検討したいと

思います。 

 

（委員）できれば早めにやった方がいいのでは。進んだ段階では意見をもらっても反

映できません。 

 

（委員）総合計画策定の時のアンケートは使えないですか。 

 

（会長）総合計画策定時のアンケートにも「どんなまちにしたい」という項目は入っ

ていると思うので、次回参考資料として配ってください。 

では、本日の審議会を閉会します。                  （閉会） 

   

  


