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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第５回会議 議事録 

 

  

日時：2014 年（平成 26 年）2 月 12 日（水）19 時～21 時 

場所：吉野町中央公民館 5 階閲覧室 

出席者：委員 17 名（欠席 3 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、委員名簿、配席図／資料１第４回審議会議事

録案、別紙１「基本理念」・「基本原則」の条文素案への意見整理、別紙２「目的」

「用語の定義」「条例の位置づけ・見直し」「世界遺産等を活かしたまちづくり」の

検討項目への意見整理、別紙３その他の項目への意見整理／資料２－１グループ構

成、庁内体制、条文審議の進め方／資料２－２本日の検討項目（図）／資料２－３

今後の条文検討スケジュール／資料３「基本理念」「基本原則」条文素案修正版／

資料４「目的」「用語の定義」「位置づけ」「世界遺産等」条文素案／資料５本日の

検討項目の論点・事例（参考資料）／平成 25 年の災害対策基本法改正に伴う個人情

報保護の扱いに関する新聞記事（第１グループのみ）／フォーラムのチラシ／ 

 

 

開会 

（会長） 定刻になりましたので、第５回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開

会します。寒くなりましたが、今日もよろしくお願いします。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）本日、広報・広聴室から、来週のまちづくりフォーラムの中継番組に使う

資料映像の取材に来ておりまして、審議会開催状況を紹介する映像を撮らせていた

だきます。  

 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 17 名です。中井委員、梅本（佳）

委員、辻本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、議事に入ります前に、本日の進め方について事務局より説明をお願い

します。 

 

（事務局） では、議事次第と資料２－１により説明します。本日の進行は、議事次

第の通りです。前半の全体会で、議題１～４を行います。後半で前回と同じ２つの
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グループに分かれて議題５を審議します。全体会では、前回議事録案の確認と、今

月 22 日に開くまちづくりフォーラムについてご報告した後、条文の検討を議題３

と４で行います。  

議題３は「前回の振り返り」としていますが、基本理念と基本原則について、前

回お出しした条文素案（叩き台と表記していました）を手直しした資料３条文素案

修正版の検討をお願いします。続いて議題４で、前回グループ会議でカード出しを

した項目、「目的、用語の定義、条例の位置づけ、世界遺産等を活かしたまちづく

り」を条文の形にした資料４条文素案についての意見交換を行います。この２つに

ついては、ほかのグループでどんな意見が出たのかを共有するため、全体会で検討

することと致します。  

後半は、２グループに分かれ、議題５として、本日の新たな項目について、前回

同様に「目的」と「条文に盛り込むべきこと」のカード出しを行います。本日の検

討項目は資料２－２にありますように「情報の共有」、「町民の権利と役割、責務」

です。この中には子どもや事業者の権利・役割・責務も含まれます。  

この条文審議の進め方を図式したのが資料２－１の３枚目です。第 3 回審議会か

ら第 5 回の流れを例に挙げて説明しております。第 3 回では「基本理念」と「基本

構想」について意見を出し合い、それを第 4 回で叩き台と言っておりました条文素

案として作成し、改めて審議いただき、第 5 回で条文素案修正版を作成しました。

このように、 3 つの段階で条文の審議を行うことになります。 前回やりました、

「目的」「定義」等は、今回条文素案として、資料４として提出しております。個

別項目の検討が終わってから全体調整をかけることになっております。  

今後の条文検討のスケジュールは、資料２－３の通りです。５月までが項目ごと

の検討、６月以降に前文や全体調整を行い、８月にはパブリックコメントにかける

予定です。  

繰り返しになりますが、 初の段階を『項目検討』、項目検討から条文の形にし

たものを『条文素案』、条文素案を再度検討し修正したものを『条文素案修正版』

と呼び、検討に流れと致します。  

資料２－１の２枚目で役場内の策定体制について説明します。皆様の策定審議会

の位置づけは図の通りで、町長から条例策定の諮問を受けて審議いただき答申する、

ということになっております。  

役場内では、町長の下に、課長級で構成される「条例策定推進会議」を設け、全

体調整を行うことにしています。その下に実働部隊として、総務・財務・協働推進・

議会事務局の職員と、公募した若手職員で構成される「条例策定部会」を設けて、

両者が密接に連絡を取りながら審議会をサポートします。このような形をとること

により、全庁的にまちづくり基本条例策定に向けて取り組めるようにしております。 

審議会には、策定部会のメンバーが参加してサポートするとともに、職員の学習

の機会ともとらえております。  

 

（会長）本日の議事は、前半の全体会で、前回の審議でまとまってきた「基本理念」

「基本原則」の条文素案の修正版を議題３として検討し、次に議題４で「目的、用
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語の定義、条例の位置づけ、世界遺産等を活かしたまちづくり」の条文素案につい

ての意見交換をやる、ということです。後半はグループに分かれ、新しい項目であ

る「情報」、「町民・子ども・事業者」の権利・役割・責務について、ワークショッ

プ形式で議論します。条文素案になってくると、グループに分かれるよりも全体会

で議論を共有しながら進める方が理解しやすいということだと思います。このよう

な流れで進めます。  

庁内体制については、よく考慮された手厚い体制を組んでおられると思います。

条例を議会に提案するのは町長の権限ですので、この審議会は町長に対して「案」

を答申することが使命です。一方、職員による条例策定推進会議や参事会は、総合

調整しながら町長が議会に上程する条例案を練り上げていく役割を担います。この

両輪が連携しながらやっていきますが、条例策定部会の皆さんは、この審議会運営

を事務局とともに支え、私たちと共に学んでいきたい、とのことでしたのでよろし

くお願いします。庁内で公募した若手職員も参加するということですので、大いに

期待したいと思います。  

条文審議は、このように何段にもわたって、審議会での議論を積み上げていくと

いうことがおわかりかと思います。こうした丁寧なプロセスには、とても時間がか

かります。審議回数は限られていますので、効率的な審議にご協力願います。とは

いえ、しっかり議論するところはしっかり議論しなければならないので、メリハリ

を付けて進めていこう、ということです。  

全体の流れについて何かご質問はありましたらどうぞ。  

 

   ～質問なし～  

 

それでは、議事に入ります。議題１の「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）本会議の前に各委員に第 4 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 の会議録案には修正意見はありません

でした。  

 

（会長）特段の意見がないようですので議事録を確定し、公開対象とします。それで

は、今回の議事録署名人は戌亥委員、竹内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）「吉野町まちづくりフォーラム」の日程が迫って参りました。来週土曜日、

2 月 22 日（土）の午後１時 30 から、中央公民館大ホールにて開催します。お手元

に「広報よしの」に折り込んで全戸配布したチラシを配っております。プログラム、

出演者等は記載の通りです。１月 23 日に与布土地域自治協議会の岡林会長のもと

に伺い、打合せをしてきました。 
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広報につきましては、「広報よしの」2 月号に掲載しました。コピーをお手元に

配っております。チラシ及びポスターは、公共施設等に掲示・置いております。ケ

ーブルテレビでも、14 日から 16 日にかけてのワイドニュースの中で職員が参加を

呼びかけることにしております。区長連合会を通して各種団体にもお知らせしてお

ります。職員につきましても、全職員に通知しました。委員の皆様におかれまして

も、ご参加と周知のご協力を願いします。 

 

（会長）進捗は以上の通りですが、プログラムにありますように、「吉野町まちづくり

基本条例策定審議会の取り組み状況」の報告を審議会委員にお願いしないといけま

せんが、どなたか我こそは、という方はいらっしゃいませんか。  

 

 ～声なし～  

 

みなさん遠慮なさっておられるようですので、事務局で何か案はありませんか。  

 

（事務局）行政経験もおありの梅本嘉彦さんにお願いしてはどうかと思います。  

 

  ～異議無し、の声～  

 

（委員）審議会は町民目線でやらなければならないということを常々考えています。

突然指名されましたが、私では不足する面が出てくると思いますが、それでもやれ

ということであれば、皆さんの支援もいただいて、全力を尽くしたいと思います。

よろしくお願い致します。  

 

   ～全員拍手～  

 

（会長）梅本委員から温かいお言葉をいただきました。全員がご承認下さったと思い

ますので、梅本嘉彦さんにプレゼンターをお願いします。プレゼン資料については、

梅本さんと打ち合わせをして事務局が助けてあげてください。  

 

（事務局）フォーラム当日の司会についても委員の中からお願い致します。  

 

（会長）これも事務局の案があればお願いします。  

 

（事務局）岡田委員にお願いできればと思います。また、委員の方々には受付等をお

願いします。  

 

（会長）シナリオは事務局で用意してください。  

 

   ～岡田委員、了承。  
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（委員）当日、委員は何時に集合すればいいのでしょうか。  

 

（事務局）お昼を済ませた上で、12 時半に集合をお願いします。  

 

（会長）たくさんの方が参加されるように、ぜひ回りの方々をお誘い合わせてご参加

ください。  

  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」の議論から導いた「基本理念」「基

本原則」の条文叩き台（素案）について意見お出しいただきました。それを事前配

布しております議事録の別紙１としてまとめております。これをもとに、これも事

前配布しております条文素案修正版を資料３として配布しております。  

  また、条例の「目的」「用語の定義」「位置づけ」「世界遺産等を活用したまちづく

り」へのグループ会議での意見は、議事録の別紙２にまとめております。そのとき

出ました、他の条項についての意見は別紙３に示しております。この検討を基に条

文の形にしたものは、資料４の今回の条文素案としております。  

 資料３については議題３で、資料４については議題４で意見交換をお願いします。 

 

（会長）前回審議会の報告がありました。前回の審議結果を踏まえて、本日の資料３

の「基本理念」「基本原則」の条文素案修正版と、資料４の「目的」「用語の定義」

「位置づけ」「世界遺産等を活用したまちづくり」の条文素案が出てきております。 

 まず、議題３の資料３ですが、これは、前回の条文を委員各位の意見を受けて更に

ブラッシュアップしたものです。一読しましたところ、もうこれ以上付け加えるこ

とはあまりないと思われますが、行政内部でブラッシュアップしてくださったもの

です。お一人お二人くらい意見を賜りたいと思います。意見はありませんか。 

 

   ～意見なし～ 

 

なお、終盤の全体調整の段階でも、気づいたことがあればまた意見を伺う機会は

ございます。 

もうひとつ、資料３と資料４は、「ですます調」と「である調」が混在しており

ます。どちらにするかについては行政内部で調整が必要なので、今日のところは両

論併記で進めたいと思います。  

では、原案了承と言うことに致します。  

次に議題４に入ります。議題４は前回検討しました「目的」「用語の定義」「位置

づけ」「世界遺産等を活用したまちづくり」へのグループ会議での意見を基に、資

料４の条文素案としております。先ほど説明がありましたので審議に入ります。こ

の議論を踏まえて、次回以降に条文素案修正版として提出されます。  

順次意見をいただきます。時間の制約がありますので発言は短くまとめてお願い
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します。  

 

（事務局）資料の説明の追加を致します。資料３と資料４では、それぞれの項目につ

いて、前回出された意見を囲みで示しています。それを、A)条文に反映するもの、

B）条文には盛り込めないが、逐条解説書に盛り込めるもの、C）今後の検討課題３

つに整理していす。条文素案は A)に当たります。  

 

（会長）では「目的」から検討致します。いかがでしょうか。  

  

 ～意見なし～  

  

では次に、「用語の定義」です。これには「どんな用語を定義するか」と「どの

ように定義するか」の２つの側面があります。どちらも条文に取り上げるほか、逐

条解説書に書きこむという方法もあります。  

「どんな」については、ほぼ今出ている案で良いかと思います。意見が分かれる

のは「町民」の定義をどうするか、です。ここでは「町民」を広くまちづくりに参

加するものと位置づけ幅広くとらえ、住民投票などでは厳密にする、というように

しています。吉野町に関わりのある人、愛する人は町民と捉える考え方ですね。そ

れは、地方自治法上の住民という扱いではありません。公職選挙法上の選挙民でも

ありません。これは現在の各自治体のほとんどが行っている捉え方ですね。町民を

広くとれ一緒にまちをつくっていくという考えです。  

吉野町を支える主体として、今議論した町民、議会、町長を含む執行機関があり

ますが、議会については明白なので用語の定義の項に含める必要はないと思います。 

 

（委員）吉野町の消防は一部事務組合で行っているので、執行機関には消防長は入ら

ないのではないでしょうか。  

 

（事務局）本日差し替えた資料４には、消防長は削除しております。  

 

（委員）執行機関に、監査委員以下羅列してありますが、これらはすべて吉野町にあ

るのですか。  

 

（事務局）監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会は法律で設置が義務づけ

られていますので、吉野町にもあります。  

  

（会長）監査委員は独任制ですので、監査委員会とは言いません。では、概ね了解を

いただいたと言うことで進めます。  

次は条例の位置づけや見直しです。まちづくり基本条例の主旨からして「 高規

範」性を与えることは当然だと思います。一言付け加えておきますと、国法では憲

法が 高法規です。法律には上下はありませんが、各種の基本法があり、各法があ
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り、体系化されています。しかし、条例にはもともと上下関係はありません。です

から、まちづくり基本条例は、憲法を作ると言う言い方をすると誤解を招く恐れが

あります。基本条例であり、基本規範性という言い方でもかまいません。 高規範

性は、町民と議会がそうと認め、まちづくり基本条例に書き込むことによって吉野

町の内部規律として担保されるというものです。町民と、議会、町長がこれを町政

の基本だと認めるということによって、法律的にではなく、いわば、政治的に、内

部規律的に 高規範性を担保するというものです。  

 まちづくり基本条例の見直しの規定は、入れるのが一般的ですが、見直す時期を

明記するのと、社会情勢が大きく変わったとき、というように抽象的に入れるかは

判断が分かれる所です。「５年ごとに見直す」としている自治体が多いようです。

見直しにも、今回のような住民参加、参画・協働が必要なのは言うまでもないこと

でしょう。なにか意見はありますか。  

 

～特に意見なし～  

 

大筋これで了承されたということとさせていただきます。  

 では 後に、「世界遺産等を活かしたまちづくり」です。世界遺産を持っている自

治体は極めて少なく、吉野町は、その貴重な財産を持っているということです。こ

のことをご認識いただき、この条文を考える必要があります。  

このような条項を入れた自治基本条例・まちづくり基本条例は、前例はほとんど

ありません。富士山を抱えるまちに一部ある程度です（注：山梨県富士河口湖町自

治基本条例）。  

条例では、個別具体的な事業を書くことはできませんが、世界遺産等を活かした

まちづくりをすすめるんだという方向性を示すことになります。出された意見の中

には、吉野町には世界遺産だけではなくほかにも多くの文化財や観光資源があるよ、

という声がありました。これについては、「等」という一文字にそれらの想いを凝縮

しているとお考え下さい。  

 

（委員）世界遺産について、それがあるという自覚を持つというのは理解できますが、

むしろ「誇りを持つ」という言葉にすべきではないでしょうか。心の中に誇りを持

つと言うことが町民のポリシーとなればと思います。町民が誇りを持つことで、次

の展開を考えていけます。  

 

（会長）「誇り」という言葉を入れられるかどうか検討してみましょう。 終段階の

前に意見をいうチャンスはありますので、前に進めていきましょう。  

今日の意見を踏まえて、条文素案を作成あるいは条文素案を修正し、次回以降に

審議会に提出させていただきます。  

これからグループ会議に移り、新しい項目について意見出しを行います。グルー

プ会議の会場について、事務局から説明をお願いします。  
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（事務局）グループ討議の会場は、この部屋の両端です。グループ会議では、進行役

を再度ご確認して、進めてください。  

本日の、グループ会議での審議対象は、資料２－２に示した通りです。よろしく

お願いします。  

 

 

 

【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進行役とアドバイザーを再度指名した。 

   第１グループ  ：  進行役 紙森智章（事務局）  

アドバイザー 直田春夫（ＮＰＯ政策研究所）  

   第２グループ  ：  進行役 相川康子（ＮＰＯ政策研究所）  

              アドバイザー 中川委員長  

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

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（グループ討議では、新規項目について始めに論

点を解説して、目的・考え方・方向／条文に盛り込みたいことをカード出しする作業

と議論を実施。これを基に事務局が次回以降に「条例素案」を作成し、全体会で再度

検討して「条例素案修正版」に高めていくという流れ）を確認した。  

 

（個別条項の検討）  

進行役が、本日の課題として「情報公開・共有」、「会議の公開」、「個人情報保護」、

「町民・子ども・事業者の権利・役割・責務」について検討する旨説明があり、それ

ぞれの検討を行った。  

本日の検討項目について論点や参考事例を説明した後、付箋を用い目的・考え方・

方向／条文に盛り込みたいことを出していく作業を行い、意見交換とアドバイザーの

まとめが行われた。出された意見は別紙１、別紙２に条項毎に整理した。  

これら両グループの意見を基に、事務局で条文素案を作成し、次回以降の審議会に

提出することを確認した。  

 

（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  

 


