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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第４回会議 議事録 

 

  

日時：2014 年（平成 26 年）1 月 17 日（金）10 時～12 時 30 分 

場所：吉野町中央公民館 2 階会議室 

出席者：委員 18 名（欠席 2 名） 

事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所 

○配付資料：議事次第、配付資料一覧／資料１第３回審議会議事録案／資料 2-1「吉

野町の将来の方向」カード整理／資料 2-2「基本理念」「基本原則」への意見整理／

資料 2-3 全体構想への意見整理／資料 3-1 本日の進め方について／資料 3-2 本日の

検討対象（図）／資料 3-3 今後の条文検討スケジュール／資料４「基本理念」「基

本原則」条文たたき台／資料 5 条例項目ごとの検討のポイント／資料 6 『吉野町の

まちづくりについてのアンケート』調査報告書(抜粋)／ 

 

 

開会 

（中川会長） 定刻になりましたので、第４回吉野町まちづくり基本条例策定審議会

を開会します。松の内も済みましたが、今年も宜しくお願いします。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～ 

 

続いて、本日の出席状況ですが、定数 20 名中 18 名です。森川委員、濱田委員は

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。 

  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 3 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、事前に寄せられた修正

意見を反映し、委員の個別名を伏せたものです。  

 

（会長）ご意見をいただいた箇所が修正されているか再度ご確認ください。  

 

（委員）修正された箇所を教えて下さい。  
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（事務局）今回の修正は発言の文言を整理されたもので、2 人が修正されました。  

 

（会長）修正されたお 2 人には確認をお願いします。それでは、今回の議事録を確定

します。今回の議事録署名人は竹谷委員、中井委員にお願いします。  

議題２の「吉野町まちづくりフォーラム進捗報告」に入ります。事務局から説明

をお願いします。 

 

（事務局）口頭で、進捗を説明します。前回、フォーラムの実施についてご承認いた

だきました通り、平成 26 年 2 月 22 日（土）午後 1 時半から 4 時まで、中央公民館

大ホールにて開催します。プログラム、出演者等は前回ご報告の通りです。広報に

つきましては、12 月 20 日の区長連合会におきまして、フォーラムの説明と協力依

頼をいたしました。広報誌の 2 月号にも記事を掲載し、職員が作成したイラスト入

りで親しみやすいチラシを折り込む予定です。ケーブルテレビも、2 月 14 日から

16 日にかけて、ニュースの中で職員がスタジオに出向きフォーラムの参加を呼びか

けることになっています。先日の成人式においても PR を行いました。来週には、

事務局が朝来市与布土地域自治協議会会長の岡林さんのもとに伺って、出演のお願

いをしてまいります。  

 

（会長）事務局からの説明が終わりました。日程・会場・プログラム等は説明の通り

です。委員のご所属の団体、周りの方へもぜひ周知してください。この件は報告で

す。よろしいでしょうか。  

 

   ～異議無しの声あり～  

 

 では、議題３の「前回の振り返り」に入ります。事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）  

前回は、「吉野町のまちづくりの方向」について、前々回欠席の方を中心に追加

意見をいただきました。それを資料 2-1 に示しております。拡大して前の方に示し

ております。  

それらのうち、まちづくり基本条例の「基本理念」と「基本原則」に該当するキ

ーワードを整理したものが資料 2-2 です。同じく拡大して示しております。これを

ご覧になっていただきますと、理念と原則に該当するキーワードがたくさん出され

ていることがおわかりと思います。  

この資料 2-2 をもとに、条例の「基本理念」と「基本原則」の形にしたのが資料

4 です。これを叩き台として、後ほどグループ会議の中で検討をお願いします。  

また、まちづくり基本条例の全体構成についてもご意見をいただきましたので、

その概要を資料 2-3 の全体構成図の中に示しております。各々の条文を検討する際

の参考にしていただければと思います。  
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（会長）説明が終わりました。繰り返しになるかも知れませんが、資料 2-1、資料 2-2

を見ると、これまで出された意見が、このように「まちづくりの方向」をベースに

条例の「基本理念」と「基本原則」に集約されていくのがおわかりと思います。  

「基本理念」と「基本原則」の条文叩き台、資料 4 ですがグループ会議で意見を

いただきたいと思います。おなじく、全体構成についてのご意見もこれから生きて

くると思います。  

これらのまとめについては、これ以上意見をいただくことは控えさせていただき、

そろそろ条例本体の議論に入っていきたいと思います。本日の進め方、2 つのグル

ープに分かれ同じテーマで議論するわけですが、そのグループ討議の進め方につい

て、事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）本日の後半のグループ会議の進め方について、資料 3-1 により説明致しま

す。  

この説明で全体会を終えまして、グループ討議に入ります。グループ討議の会場

は、同じフロアの第 1 研修室と第２研修室です。グループ１が第 1 研修室、グルー

プ２が第 2 研修室とさせていただきます。資料 3-1 の 2 頁目にグループ構成を示し

ております。また、それぞれのグループ会議をサポートする事務局メンバーも書き

込んでおります。なお、本日の会議から、「ふるさと吉野元気祭」の職員のプロジ

ェクトのメンバーが来ているので紹介します。八釣、松葉、山本、紙西、三船、絹

谷です。このメンバーは、昨年まで行ってきました「協働のまちづくり元気創造事

業」がどうだったのかの検証を、3 月を目途に行っております。今回まちづくり基

本条例策定審議会の進捗を拝見し勉強したいと参加しております。このメンバーも

グループ会議に入ります。  

グループのリーダーは、それぞれ中川会長と古澤副会長にお願いします。  

グループ会議では、 初に進行役を決めてください。会議全体はグループリーダ

ーに仕切っていただきますが、条例各項目の検討にあたっては、リーダーが指名し

た人が進行した方が議論しやすいと思います。もちろんリーダーご自身が進行され

ても構いません。事務局はそのサポートをするとともに、補足の説明や皆様から出

たご質問への回答、委員が書かれた付箋を整理して貼り付ける役目などを致します。 

ここで説明役を交替します。  

（事務局・NPO 政策研究所）資料 3-1 により説明致します。グループごとに進行役が

決まりましたら、以降は進行役に進めていただきます。  

グループ会議では、まず議題４として、「基本理念、基本原則について」の審議

を行っていただきます。前回までの議論を基に資料 4 のように、まちづくり基本条

例の「基本理念」と「基本原則」の叩き台としてまとめております。皆さん方から

出された意見を条例の形に集約したものです。これについての意見を 初の 10 分

を使って出し合い、意見をもとに再度これらを整理し直して次回以降に提出いたし

ます。  

次に、議題５の条例の各論に入っていきます。条文はかなり多いので、効率的に

進めて行きたいと思います。本日は、資料 3-2 の全体構成図の中で色の着いている
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「総則」の部分からスタートしていただきます。  

本日は、条例の「目的」から始め、次に、条例に何回も出てくる主な用語の意味

を明らかにする「用語の定義｣を議論します。どのような用語を取り上げるか、そ

の説明をどうするか、ということです。続いて「条例の位置づけ・見直し」の部分

です。以下、まちづくり基本条例の「位置づけ」、つまり基本性、 高規範性につ

いて検討します。さらに「その他」類型になりますが、「世界遺産等を活用したま

ちづくり」について、こういう条項を取り上げている事例はあまりありませんので、

このような条項を入れるか入れないかを含めてその内容を検討してください。時間

があれば、まちづくり基本条例の基幹であります行政情報についての「情報公開・

共有｣と「個人情報保護」を検討いただければと思います。時間の都合で、一部は

できればと思います。  

具体的な審議の仕方ですが、資料 3-1 の３枚目以降の「グループ会議の進め方」

をご覧下さい。ここに記載した作業用の図を拡大したものを用意しております。検

討対象項目毎に、以下の作業を行います。  

まず、図の表側に取り上げる項目を書き込みます。そして、その項目について「目

的・考え方・方向」を図の左側に、条文に「盛り込むべき事柄」をキーワードで右

側に書いていきます。「目的・考え方・方向」は、その条文は何のために条例の中

に置くのか、その「意味」や「目的」を明らかにします。「盛り込むべき事柄」は、

それらのうち条例に盛り込むべきとお考えの言葉を書き込みます。この区別はあま

り厳密に考えなくてもかまいません。出てきた言葉が条文の素材となります。  

資料 3-1 の４枚目に「総合計画」を例に、それぞれどのようなことを書き込むか

を例示しています。  

この作業結果を基に条文の叩き台をつくり、それを再度グループ会議で検討して

いただきます。この作業を全項目について繰り返します。  

なお、時間が限られていますので、お一人ずつ順に発言しながら意見を書き留め

る手法は難しいと思われますので、今回から、意見はご自身で付箋にお書き下さる

ようお願いします。付箋を使いますと、全員が同時に意見を出すことができ、効率

よく進められると思われます。書かれた付箋は条文作成の素材となると同時に会議

の記録とさせていただきます。進め方については、各グループ会議の冒頭にも説明

します。  

資料 3-3 に、今後の条文検討のスケジュールを提案しています。条文の審議には、

本日の第 4 回から 5 月の第 8 回までが充てられる予定ですが、全体構成から見てそ

れほどゆとりがあるわけではありませんので、効率的な審議を進めていく必要があ

ります。ご協力お願いします。途中、学びの時間も入れる予定で、例えば第 6 回に

は、吉野町での協働のまちづくりの事例をご報告いただき、それを踏まえて参画と

協働について検討したいと考えております。また、第 7 回では、行政運営に関する

条文の審議を前に、行政運営・行政経営について学習する機会を設けます。  

こうして、全体が出そろった所で、6 月の第 9 回では「前文」作成の作業を行い、

同時に全体的なバランスや並べ方、用語等の調整を行い、7 月の第 10 回では、素

案を固め、並行して逐条解説書案を作成し、パブリックコメントを迎えます。大き
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な審議プロセスは以上の通りです。  

 

（会長）審議の進め方は、2 月には情報関係と市民・事業者の権利・役割・責務につ

いてですね。3 月は参画と協働、4 月には住民自治を中心に、5 月には議会や行政

運営について議論するというふうに、ブロックに分けて進めていくということです。

グループ会議の進め方は、今説明のあった通りですが、NPO 政策研究所の直田、

相川さんがそれぞれグループに入りますので、わからないことがあればそこで聞い

ていただけたらと思います。  

こういう手法を取りますのは、この審議会の場でいきなり条文を書き下ろすのは

難しいと思われるからです。グループ会議で何を条例に盛り込むべきことを出し合

い、それを事務局で条文にまとめてもらい、それを再度精査するというプロセスを

とります。専門家だけが条例（案）をつくるというのではなく、町民参加で条例を

つくっていくための方法であるということです。  

それと、私から条文の審議全体の進め方について若干お話をしておきます。各回

への振り分けは原案の通りで結構かと思いますが、限られた時間で内容の濃い議論

をするためには、多少メリハリをつける必要があるでしょう。また、進捗に応じて、

審議の順序は柔軟に対応して行きましょう。  

集中審議した方がいいテーマの一つは「参画と協働」です。これについては、吉

野町の町政だけでなく、まちづくり全般の基本原理となると考えられますので、し

っかりと審議して行く必要があると思います。また、「住民自治」についてですが、

このための新しい仕組みを構築する必要があるのではないか、という意見もいただ

いております。仕組みの検討には、自治会関係者や諸団体、ＮＰＯ関係者、議会と

行政が時間をかけて議論をする必要があり、相当な時間がかかると思われます。で

すので、まちづくり基本条例では、住民自治システムの大枠、つまりそれを実際に

つくるかどうかはその地域にゆだねるという原則を確認しておけばいいのではな

いでしょうか。実際に新しい住民自治組織をつくろうという気運が高まれば、その

時に（仮称）「地域自治組織条例」とか「住民自治協議会設置条例」などを策定し、

位置づけを明確にし、認定要件や運営方法を示すという形がいいと思います。その

あたりは弾力性を持たせて盛り込みましょう。住民自治協議会について、自治基本

条例では簡単に書き込み、細部は別途条例で定めるというのは、名張市や豊中市で

この方式を採っています。  

それ以外に、町民の「権利と役割・責務」、首長・職員の「役割と責務」も重要

です。「議会」に関する条項も重要です。議会に関しては、議会基本条例について

検討が始まっていることもあり、その動きとしっかり連携をとって行く必要があり

ます。濱田委員と辻本委員には情報提供や議論の先導役をお願いします。  

もちろん、本日の課題であります、「基本理念」、｢基本原則｣、「用語の定義｣、「

高規範性」、「情報の共有」が柱となるのはいうまでもありません。  

ポイントは、吉野町のオリジナルとして力を入れるべき所と、多くの自治体で採

用されある程度定型化されている所とをメリハリ付けて議論しよう、ということで

す。  
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話が長くなりましが、ここで、グループ会議に移りたいと思います。それぞれの

グループに応じて移動をお願いします。  

 

（事務局）では、グループ会議の会場に移動願います。第１グループは第 1 研修室、

第２グループは第 2 研修室です。なお、グループごとに解散しますのでご了承下さ

い。  

 

【グループ会議】 

全体会は以上の通り。ここで、会場を移動しグループ会議に入った。  

各グループでは、 初にグループリーダーが以下の進行役を指名した。  

   第１グループ  ：  直田春夫（ＮＰＯ政策研究所）  

   第２グループ  ：  相川康子（ＮＰＯ政策研究所）  

以降は、上記両名の進行と庁内ワーキンググループ職員らのサポートのもと、議題

４及び５の検討を行った。条文の検討項目は両グループとも同じであった。  

 

（条文検討の手順説明）  

進行役が、今後の条文検討の手順を、資料 3-1 により説明した。  

 

（「基本理念」、「基本原則」叩き台の検討）  

進行役が、これまでの審議会における意見を基に作成した資料 4「基本理念」及び

「基本原則」叩き台を説明し、委員から意見を求めた。出された意見の要旨は別紙１

の通りである。進行役から、これらの意見を反映させて資料４の条文を修正し、次回

に再提出する旨の説明があった。  

進行役が発言要旨のまとめを行い、両グループの意見を合わせて事務局で資料 4 の

叩き台を修正し条文案を作成する旨説明があった。  

 

（個別条項の検討）  

進行役が、本日の課題として、「目的」「定義」「位置づけ」「世界遺産等を活かした

まちづくり」「情報公開・共有」「個人情報保護」を検討する旨説明があり、情報関連

の条項については、時間の都合で次回に回すことが確認された。  

それぞれについて論点や参考事例の簡単に説明した後、カードを利用した KJ 法に

よる意見出しと、張り出されたカードを見ながらの議論が行われた。グループリーダ

ーや進行役のコメントを付した意見主旨を、別紙２に条項毎に整理した。その他の条

項について出された意見は別紙３に整理した。  

これら両グループの意見を合わせ、事務局で次回以降に条文の叩き台を作成し、審

議会に提出されることを確認した。  

 

（閉会）  

以上で、本日の検討を終了し、グループリーダーの閉会の挨拶を経て散会した。  

以上  


