
1 
 

吉野町まちづくり基本条例審議会 ブロック別項目別論点 

 

■検討項目 

総則・その他検討ブロック 参画と協働・住民自治検討ブロック 団体自治・行政経営検討ブロック 

大項目 小項目 大項目 小項目 大項目 小項目 

前文  町民 町民の権利と役割、責務 議会 議会の役割、責務 

総則 目的 町民 子どもの権利 議会 議員の役割、責務、倫理 

総則 定義 町民 事業者の役割と責務 町長 町長の役割、責務、倫理 

基本理念 基本理念 住民自治 住民自治のあり方・定義 町長 町職員の責務、倫理 

基本原則 基本原則 住民自治 住民自治の原則 行政経営 町政運営の原則 

条例 位置づけ、体系化 住民自治 住民自治組織 行政経営 総合計画 

条例 見直し 住民自治 基礎的コミュニティ 行政経営 行政組織 

条例 運用、第三者機関 参画と協働 参画と協働のまちづくり 行政経営 財政運営 

連携 国県自治体間連携 参画と協働 参加、参画の権利 行政経営 政策法務 

連携 広域連携 参画と協働 参加、参画と協働の制度 行政経営 法令遵守、公益通報 

共生 多文化共生 参画と協働 計画等への参画 行政経営 （情報公開・共有） 

情報 情報公開・共有 参画と協働 審議機関への参画 行政経営 （個人情報保護） 

情報 個人情報保護 参画と協働 まちづくり活動への支援 行政経営 説明責任、応答責任 

その他 世界遺産を活かした

まちづくり 

参画と協働 市民公益活動 行政経営 広報・広聴、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

 参画と協働 生涯学習 行政経営 行政手続 

  住民投票 住民投票 行政経営 行政評価、行政改革 

策定プロセス 町民参画   行政経営 外部監査 

    行政経営 危機管理 

      

      

 

（）内は重複掲載 

 

 

資料６ 
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総則・その他ブロック検討項目 論点 

 

 項目 キーワード 論点 

 
 
 
 
 
 

◆目的 

町民主体のまちづくり 

自立・自律した自治体（地域社会）の実現 

自治の理念・原則の明確化 

町民福祉の向上、生活の質の向上 

住民自治のまちをつくる、住民自治の仕組みを明らかにする 

まちづくりの基本的事項を定める 

自治の主体である町民、町（議会、行政）の権利、役割、責務 

●住民主体、住民自治のまちをつくる 

●自治、自立した地域社会の実現 

●町民福祉の向上、生活の質の向上をはかる 

●町民、町（議会、行政）の役割と責務と 

●自治の理念・原則の明確化、住民自治の仕組みを明らかにする 

●まちづくりの基本的事項を定める 

●自治の最高規範として「吉野町まちづくり基本条例」を策定する 

 
 ◆定義 

町民、町、執行機関 

参加・参画・協働、まちづくり 

地域自治・住民自治 

市民公益活動・ＮＰＯ 

●町民の範囲 

●参画と協働、まちづくり 

 
 

◆基本理念 

補完性の原則 

持続可能性（自然との共生） 

町民主体 

自立を志向する自律した自治体 

都市内分権→地域自治・住民自治 

一人一人が尊重される社会 

地域分権を自治体経営の柱に 

町民と町の相互信頼関係（パート

ナーシップ） 

町民の幸せ向上 

●まちづくりの主体としての町民を中心に据えて 

●一人一人が尊重される社会（人権） 

●補完性の原則、地域分権を自治体経営の柱に 

●持続可能な地域づくり 

●地域自治の仕組み 

 
 
 
 
 

◆基本原則 

情報共有 

説明責任・応答責任 

町民参加、参画・協働 

まちづくりに参加する権利 

人権尊重 

自主性と責任 

補完性の原則 

効率的自治体経営（行政経営） 

財政自治、受益と負担の均衡 

自らの発言と行動に責任を持つ 

●参画と協働と地域自治・住民自治を柱に 

●情報公開、情報共有、わかりやすい情報提供 

●人権尊重（基本的人権、環境権、人格権、文化権） 

●補完性の原則 

●効率的自治体経営 

 
 ◆位置付け 

最高規範性、基本規範性 

政治的規範性 

すべての条例・規則等は、まち

づくり基本条例に依拠する 

●最高規範、基本規範 町民、議会による承認 

●条例・規則類、計画、施策はまちづくり基本条例に基づく 

 
 

◆体系化 

 

他の条例、規則等のチェック 

個別条例の体系化 

総合計画等の体系化 ●他の条例・規則をまちづくり基本条例に整合させる。体系化 

●総合計画との関係 

 
 ◆見直し 

 

期限を決めての見直し 

見直し過程における町民参画 

評価機関の必要性 ●社会情勢の変化を見極め見直し 

●首長の選挙、総合計画策定・改訂との連動 

●見直し過程における町民参画 

 
◆広域連携 
 多文化共生 

国、県、市町村は対等 

連携は密にとるが、自律が原則 

災害時の遠距離連携 

市や町との水平連携の可能性

を探る 

多文化共生 

国際協力・連携 

●国、県との対等な連携、広域連携（基礎自治体間連携） 

●災害時等の遠距離連携 

●国際交流、協力、連携 

●多文化共生 
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◆情報公開 
 ・共有 

情報公開・共有 
説明責任 

●町の情報は公開の原則 

●情報を公開するだけでなく、町民と共有する 

●情報はわかりやすく伝える 

●説明責任は情報公開から 

★条例・規則に委任 

 
◆個人情報 
 保護 

個人情報の保護 

公益目的の場合（災害時、福祉目的） 

●個人情報の保護 

●町民の自分自身に関する情報の閲覧、訂正の権利 

●公益目的の個人情報提供の扱い 

★条例・規則に委任 

 

◆その他 

世界遺産を活用したまちづくり 

持続可能な活用法（保全、美化、景観等） 

産業との結びつけ 

町のシンボル、アイデンティティ 

●環境、景観、文化財等の保全 

●おもてなしの心 

●町のシンボル・アイデンティティとする 

     

 
 ◆策定プロ

セス 

参画と協働 

行政職員の参画 

議会との協力・連携 

広く町民の声を聴く 

広報、意見聴取 

●熟議の積み重ね 

●広く町民の声を反映 
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参画と協働・住民自治検討ブロック検討項目 論点 

 

 項目 キーワード 論点 

 

◆町民の権利と責務、役割 

まちづくりに参加する権利、責務 

町民の権利、役割、責務 

子どもが参画する権利 

事業者の役割、社会的責任 

住民自治活動団体の役割 

自治への責務 

●近隣から全町レベルまでの各段階への参画の権利 

●自主的、自発的まちづくり活動を行う権利 

●まちづくりの担い手、住民自治の主体としての責任の自覚 

●情報を得る（アクセスする）権利 

●コミュニケーション、話し合い、意見表明、意見を聞き合う、互いの尊重 

●事業者等の社会的責任（ＣＳＲ）、まちづくりへの参画 

●性別、年齢、障害のあるなし、国籍等に関わらず尊重される 

 
◆子どもの権利 

地域社会の一員として尊重 

健やかに育つ権利 

●地域社会の一員として尊重 

●健やかに育つ権利 

●町民および町は見守る義務 

 
◆事業者の役割と責務 地域社会の一員としての役割 

事業者の社会的責任 

●事業において、地域社会との調和をはかる 

●まちづくりへの参画 

 

◆住民自治のあり方・定義 

住民自治のあり方 

地域コミュニティ活動 

 

 

●住民自治の定義 

●住民自治活動への参画推進 

●地域コミュニティ活動の階層 

・近隣＝区・町内会・自治会（基礎的コミュニティ） 

  ・包括型、総合型地域自治組織（小学校区等） 

●それぞれの位置づけ、意義、機能・役割・権利 

●行政の関わり 

  ・自治の尊重 

  ・適切な支援策 

  ・業務の委託 

  ・意見を聞く、提案等 

 

◆住民自治の原則 

住民による自主的自治組織 

行政との関係性の整理 

コミュニティ活動の重要性の認知 

公共的役割への支援 

●住民による自主的組織（独立した運営） 

●住民自治の役割を認める 

●行政による適切な支援を行う（支配はしない） 

 
◆住民自治の制度（住民自

治組織） 

包括的・総合的住民自治組織（住民自

治協議会、まちづくり協議会等）につ

いて 

●住民自治協議会の位置づけ、形成支援 

●定義、要件、役割、公共的役割の認定 

●行政との関係 



5 
 

  ・権能 

  ・地域の窓口 

  ・支援策 

  ・包括交付金等 

●地域まちづくり計画の策定 

★条例への委任 

 
◆基礎的コミュニティ 

区・町内会・自治会 

近隣自治の役割の認知 

●基礎的コミュニティの役割の認知 

●基礎的コミュニティへの参加の推進 

●基礎的コミュニティへの支援 

 

◆参画と協働のまちづくり 

参画と協働はまちづくりの基本 

協働のための情報提供 

 

●行政施策の企画立案、実施、評価にあたって参画と協働を原則とする 

●町の役割、責務。町民側の役割 

●協働の機会の拡大 

●情報提供・共有、学習の機会の提供 

●拠点施設（機能）の整備 

 

◆参加、参画の権利 

町政への町民参画 

子どものまちづくりへの参加の権利 

 

 

●意思形成・政策形成段階から実施過程、評価への参画 

●町民からの提案制度 

●子どものまちづくりへの関わり 

●参画にあたっての条件（不当な差別の禁止） 

●参画にあたっての町民の責務 

●熟議の要請 

●町の役割（参加しやすい条件づくり、多様な手法、小さな声を聞く） 

 

◆参加、参画と協働の制度 

審議会等（各種計画策定等）の公募 

パブリックコメント、アンケート、公

聴会 

地域自治組織の権能 

 

●町民生活に大きな影響をおよぼす計画の策定、条例の制定・改廃、計画の策

定、施策の実施にあたっての町民の意向を反映する仕組み 

●既定の（地方自治法上の）権利の確認（直接請求、リコール等） 

●町は、町民の意見、意向を尊重する 

●町民の意見表明の機会、町民と行政の対話の場づくり 

★条例への委任（町民参加条例、参画と協働を進める条例など） 

 
◆計画策定への参画 

総合計画策定への参画と協働 

その他の計画策定にあたっての参画 

●総合計画策定をはじめ町民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定にあたって

は、企画立案段階からの参画を進める 

●オープンな議論を行う 

 

◆審議会等への参画 

審議会等への参画 

 

●原則としてすべての審議会等に、公募の町民を参加させる 

●参加にあたっては、地域、年齢、性別のバランスの取れたものとし、障がい

者等の当事者にかかわる案件には当事者の参画も求める 

●審議会等は原則公開 

 ◆まちづくり活動への支援 地域自治組織および住民自治活動団体 ●活動しやすい環境づくり 
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への支援、地域団体・サークルへの支

援 

市民公益活動への支援 

●研修、力量向上の機会づくり 

●補助金制度 

●協働事業（委託等） 

 

◆市民公益活動(NPO) 

市民公益活動の役割、支援 

 

 

●要件（町民の自発的、自主的な公益活動） 

●行政の関わり 

・支援、活動の促進策 

・業務の委託、協働の可能性。公共サービスの担い手としての成長 

★条例への委任 

 

◆生涯学習 

まちづくりの基礎としての生涯学習 

 

●学習の機会の保障（学習する権利） 

●町民の学習への参加要請 

●まちづくり、参画と協働、町民の権利の行使等に関する学習の機会 

●町民による政策立案に関する調査研究の支援 

★条例への委任 

 

◆住民投票 

住民投票の請求、実施 ●町政に関わる重要事項について町民の意思を確認する 

●常設かそのつど制定か、地方自治法上の直接請求権（条例の改廃）行使か 

●投票結果の位置づけ（義務づけ、尊重規定、参考意見とするなど） 

★条例に委任かどうか 

・投票の対象／投票権者の範囲／開票条件／投票の効果／ 

・投票の発議、要請、実施手続き等 
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団体自治・行政経営検討ブロック検討項目 論点 

 

 項目 キーワード 論点 

 
 

◆議会の役割、責務 

議会の役割と権限 

議会の責務 

●町の最高意思決定機関、町民の負託による地位 

●立場：総合的な視点を旨とする 

●政策（条例、予決算、町政の重要事項）の審議機能、行政の監視機能、課題発見機能（町

民の声を汲み取る機能） 

●政策立案機能の強化、町政調査権、政務調査 

●討議を基本とする、町長の反問権 

●会期外活動 

●開かれた議会、町民への説明責任 

●議会への町民参加（参考人招致、公聴会、議会による地域報告会、調査委員会等） 

★条例に委任（議会基本条例） 

 
 

◆議員の役割、責務、倫理 

議員の役割と権限 

議員の責務 

議員の政治倫理 

●町民の代表者としての自覚。町民の負託による地位。公益のために行動 

●議会の機能を発揮させるための議員の役割と機能 

●政策形成機能の強化、調査研究、自己研鑽 

●町民の声を聞くとともに、町全体の視点から政策課題を提示する 

●議決等の説明責任 

●政治倫理の遵守 

 
 ◆議会の情報公開 

議会の情報公開 ●原則として、すべての会議を公開する 

●町民が傍聴しやすいようにする 

●開かれた議会を志向する 

 
 
 
 

◆町長の役割、責務 

 （執行機関を含む） 

町民の信託 

行政組織の統轄、執行の責任者

町民の代表 

施策執行について 

●町民の信託による地位 

●本条例に基づき、公正かつ誠実に職務を執行する 

●情報公開と町民および議会への説明責任 

●その権限と責任において判断し、公正、誠実かつ効率的に職務を実施する 

●説明責任 

 
 

◆職員の責務、倫理 

 

 

 

 

●町民の負託による地位と権限 

●町民の視線で事務を行う 

●職務に必要な知識、技能等の向上に努める、研鑽をする 

●町長は職員の人材育成、研修の機会を設ける 

 
 
 

◆町政運営の原則 
個別条項でも対応 ●民主主義、法治主義 

●町民主権の確認、町民ニーズの把握、町民の視点 
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 ●参画と協働 

●効率的な運営 

●情報公開、説明責任、計画行政（総合計画）、広聴 

●持続可能な都市経営 

 

◆総合計画 

総合計画策定の義務づけ 

策定の方法 

議会の議決 

●総合的で計画的な町政運営を図るために、総合計画を策定しなければならない 

●総合計画（基本構想、基本計画）は議会の議決を要する 

●総合計画の位置づけ:吉野町の最上位計画、まちづくり基本条例に基づく 

 町の施策は総合計画に基づかなければならない（予算の整合） 

●策定の方法：広く町民の参画を得る 

●地域まちづくり計画を反映し、整合を図る 

●総合計画に基づき、計画的が行政を行う 

●社会の変化、地域の実情に合わせ、適切な時期に見直しを行う 

●計画の進捗を監理する会議を置くことができる 

 
◆行政組織 

行政運営の原則 

組織の原則 

●効率的・効果的かつ柔軟な組織 

●公正な人事 

 
 
 

◆財政運営 

財政民主主義 

健全財政志向 

財政の透明化、説明責任 

●原則（財政民主主義）、議会の決定、健全財政志向 

●財政状況の報告と評価 

●透明化、説明責任、財政状況の公表 

●予算、決算（予算へのパブリックコメント） 

●総合計画との整合 

●財産管理 

 
 ◆政策法務 

自治立法権 

法令の自主解釈権 

●条例等法に基づく町政を行う 

●町の自治立法権、法令解釈の自治権の明示（町の責任において） 

●法務部門の充実、職員の法務知識の充実（研修） 

 
 
 ◆法令遵守、公益通報 

法令遵守 

違法行為への迅速な対応 

公益通報 

●公平性、透明性を担保するために法令に基づく行政執行 

●公益を損なう事実の通報（執行機関等の）の義務、公益通報の不利益除去 

●第三者機関の設置 

★条例・規則に委任 

 

◆説明責任、応答責任 

政策過程及び結果の説明責任 

町民からの意見・提案に対する

応答責任 

 

(説明責任) 

●条例や計画の立案、実施、評価及び見直しについて各段階における意思決定過程の情報

及び結果を分かりやすく説明する 

(応答責任) 

●町民からの意見・要望・提案、苦情等があった場合は、すみやかに事実関係を調査し、誠実

に対応するし、必要な措置を講じる 

●応答の正確性を期するために記録を作成する 
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◆広報・広聴、パブリックコメ

ント、応答 

町政の広報 

広聴 

町民からの行動に対する応答 

●町政の多様な手段での周知（お知らせから政策まで） 

●多様な手段で町民の意見、意向を吸い上げる 

●町民からの提案、課題の指摘には応答する仕組みをつくる 

★条例・規則に委任 

 
◆行政手続 

 ●町民の権利を保護 

●公正性と透明性の確保 

★条例・規則に委任 

 
◆行政手続 

法による透明化、明確化 ●処分、行政指導及び届出に関する公正の確保と透明性の向上 

●町民の権利利益を保護する 

★条例・規則に委任 

 
 ◆行政評価 

評価の実施と反映 

 

●行政評価の実施と予算・施策への反映 

●町民あるいは第三者による評価 

●評価結果の公表 

 
◆行政改革 

効率的・効果的な行政運営 ●行政改革プランの作成 

＊行政評価の項と統合可能 

 
 ◆外部監査 

監査（内部、外部） ●外部監査の実施 

●監査結果の公表 

★条例・規則に委任 

 
◆危機管理 

災害時対応 ●危機管理態勢の確立 

●町民、行政等の協力・連携 

●広域連携（後出） 

 

 

 


