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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第６回会議 議事録(案) 

 

  

日時：2014 年（平成 26 年）3 月 18 日（火）15 時～17 時 20 分 

場所：吉野町中央公民館 5 階閲覧室 

出席者：委員 14 名（欠席 6 名） 

事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所 

○配付資料：議事次第／配席図／配付資料一覧／資料１第５回議事録（案）／別紙１

「情報公開（含会議の公開）」、「個人情報保護」、「町民・子ども・事業者の権利・役

割・責務」の検討項目への意見整理／別紙２その他の意見整理／資料２－１本日の進

め方について／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「目的」「用語の定義」「位置づけ」「世界遺産等」条文素案修正版／

資料４「情報公開（含会議の公開）」、「個人情報保護」、「町民・子ども・事業者の権

利・役割・責務」条文素案／資料５本日の検討項目の論点・事例／事例報告関係資料

（３種類）／フォーラムの報告(アンケート結果)／成人式における若者アンケート結

果／ 

 

 

開会 

（会長） 定刻になりましたので、第６回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開会

します。先日のフォーラムは、皆様方のご協力を得て大変充実した中味となりました。

司会の岡田さん、報告の梅本さんに改めてお礼を申し上げます。今日は北岡町長がお

見えで、冒頭にご挨拶いただけると言うことです。町長、よろしくお願いします。 

 

（町長） 皆さん、こんにちは。お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございま

す。今年度最後の節目と言うことで伺いました。 

  いつも熱心な討議、ありがとうございます。また、先日のまちづくりフォーラムは

成功だったと思います。ケーブルテレビで繰り返し放映され、町民の方には、「まち

づくり基本条例がなぜ必要で、役に立つ」くらいは理解していただけたと思いますが、

具体的な中身はこれからです。今後、中味を固めていく中で町民の注目を浴び、日常

会話に中で話題になればいいなと思っています。 

  先月「ルソンの壺」というテレビ番組を見ておりましたら、大和ハウスの樋口会長

が普段の心構えとして、「講演を頼まれたけど断った。なぜなら＜生き残るために＞

がテーマだったから。＜勝ち進むために＞だったら受けていた」と話されていました。 

  我々も、少子高齢化の進む中で疲弊している自治体がいかに生き残るか、と頑張っ

ておりますが、「生き残る」という消極的な姿勢ではなく、吉野町をこういうまちに

していく、という勝ち進む気概を持ったまちづくりを進めていきたいと思います。そ

ういう思いも条文に活かしていただけたらありがたいと思います。 

  お礼とお願いを申し上げてこれで失礼します。ありがとうございました。 

 

資料１ 
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（会長）ありがとうございました。 

 では、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、お手元の資料のご確認をお願いします。 

 

～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 14 名です。中井委員、梅本（佳）委

員、竹内委員、辻本委員、濱田委員、山口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、資料２－２、資料２－３の順に説明します。 

 まず、本日の進行は、前半で議題 1 から 5 を、後半で 2 つのグループに分かれて議題

6 を審議していただきます。全体会では、前回議事録案の確認をした後、先月 22 日に

開きました「まちづくりフォーラム」の報告、そして前回までに審議した条文の検討を

議題 3 と議題 4 で行います。 

 このあと、今回の項目検討のテーマであります「参画と協働」を考える材料として、

グループ会議の前に 3 つの吉野町における協働のまちづくり事例を学習します。最初に

国栖ほりおこし会について、次に吉野スポーツクラブについて、最後に協働のまちづく

り元気創造事業－ふるさと元気まつりを協働推進課から報告をお願いします。 

 後半は、いつものように 2 グループに分かれ、議題 6 として、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」のカードによる意見出しを行ってい

ただきます。 

 条文審議の進め方を図示したのが資料２－１です。条文素案修正版、条例素案、検討

項目の順に審議いただく流れはいつもと同じです。本日の検討項目は資料２－１にあ

りますように、「参画と協働」と「生涯学習」、「住民投票」です。 

 今後の条文検討のスケジュールは、資料２－３の通りです。毎回タイトなスケジュー

ルですが、予定通り進んでおります。5 月までに各項目の審議を終えると全体像が見え

てきますので、6 月以降前文や全体調整を行います。このときに、また条文について意

見をいただくことができます。8 月頃にはパブリックコメントと地区別説明会を行う予

定です。 

 

（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「目的、用語の

定義、条例の位置づけ、世界遺産等を活用したまちづくり」の条文素案の修正版を議題
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３として検討し、次に議題４で「情報公開・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」の条文素案についての意見を交換します。 

 後半はグループに分かれて、新しい項目である「参画と協働」と「生涯学習」、「住民

投票」について、ワークショップ形式で審議します。 

  

 条文審議は、資料２－１にありますように、議論を積み上げていくという形で進めま

す。審議すべき対象項目はたくさんありますので、効率的な進行にご協力お願いします。

よろしいでしょうか。 

 

   ～異議無しの声～  

 

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 5 回審議会の会議録案を送付し、内容をご確認いた

だきましたが、今回特に修正箇所はありませんでした。本日お手元にお配りしておりま

す会議録案資料１は、委員の皆様からの修正意見を反映し、委員の個別名を伏せたもの

です。なお、付箋に書き出されたものは別紙１、２としております。なお、事前に送付

しました別紙１の名前入りの意見カードで、「梅本 K］と表紙しておりましたものは「梅

本 Y」と訂正致します。本日配布の別紙１は無記名ですので修正はありません。 

 

（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小﨑委員、宮川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報告」に入ります。事務局から説明をお願

いします。 

 

（事務局）まちづくりフォーラムは、約 170 人の参加を得て、成功裏に開催されまし

た。司会の岡田さん、報告の梅本嘉彦さん、基調報告と鼎談中川会長、最後の挨拶の古

澤副会長、また当日の受付や声がけなど総出でご協力いただいた皆様に感謝を申し上げ

ます。当日のアンケートの集計結果を配布しています。約 170 名の参加者のうち 113 名

の回答をいただき、回収率は 66.5%でした。問１の「フォーラムを知ったきっかけ」は

＜行政からのお誘い＞が 42.1%、次いで＜まちの広報紙＞が 33.0%でした。問２で、各

プログラムの感想を聞いていますが、どれも＜とても良い＞と＜良い＞が 50%を大き

く超えており、＜ふつう＞を合わせると 9 割以上の方から好評価をいただいています。

問３の「まちづくり基本条例への理解度」は、＜よく理解できた＞が 12.0%、＜一応は

理解できた＞が 61.0%で合わせて 73.0%が理解が深まったと答えておられる一方、＜ま

だよく理解できない＞が 26.0%ありました。回答いただいたのは 85.0%が男性です。年

代別では 60 歳代が 46.9%と最も多く、50 歳代 21.2%、70 歳代 17.7%と続いています。

若い層は少ないですが参加いただいています。自由記述意見も項目毎にまとめています

ので、今後の審議の参考にしてください。  
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 また、今年 1 月 13 日に開催されました成人式の会場で新成人 68 人にまちづくりに

ついてのアンケートを行いました。回収率は 82.3%。「自分たちが住んでいる地域を自

分たちで住みよくしていくという考え方」については９割以上が共感していました。「自

治会活動やボランティア活動等の町民が自分達でおこなう活動はお住まいの地域を良

くすることにつながっていると思うか」は約９割以上が賛同、「そのような活動へ参加

したいと思うか」では 15%が既に参加、４割が参加したいと思うという回答で、残る約

４割も条件次第で参加の可能性があると読み取れ、若者の気持ちをまちづくりに向かせ

るための方策が必要と思われます。「将来にわたって吉野町をよりよくしていく方策」

の 4 項目について、どれとも重要だという意見でした。まちづくり基本条例の背景につ

いて理解してもらっている考えられる結果でした。また、大事にしたいものとして、「豊

かな自然環境」、「世界遺産」、「吉野の桜」、「杉とヒノキ」、「割り箸など地場産業」など

の記述がありました。 

 

（会長）フォーラムと若者アンケートの結果報告、ありがとうございました。 

委員各位におかれましては、審議会報告、受付・広報等でたいへんお世話になりまし

た。改めて申し上げます。フォーラムについて、何かご意見はありませんか。 

 

（委員）フォーラムには、フロアからの質問の時間がありませんでしたが。  

 

（事務局）盛りだくさんのプログラムで、質疑の時間を設けることができませんでした。

今後の課題としたいと思います。  

 

（会長）フォーラムの成果を今後の審議会での審議に反映させて行きたいと思います。

アンケートの記述意見で「審議会の皆さんの努力に頭が下がります」という意見があっ

たことは喜ばしいことと思います。 

 それでは、議題３の「第 5 回審議会の振り返り」に入ります。事務局から説明をお

願いします。 

 

（事務局） 今回から、資料の紙の色を工夫し、条文素案修正版は薄緑色、条文素案

は水色、検討項目の論点と事例はクリーム色とします。前回は全体会で、「目的、用語

の定義、条例の位置づけ、世界遺産等を活用したまちづくり」の条文素案について意

見をお出しいただきました。それを受けて条文素案修正版を資料３として事前に配布

しております。修正箇所は、「世界遺産等を活用したまちづくり」の条文に『誇り』に

ついて書き加えた所です。 

 

 またグループ会議での、条例の「情報公開、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」への意見は、議事録の別紙１にまとめてお

りまして、この検討を基に条文素案にしたものが資料４です。 

 なお、前回条文を「です・ます」調とするか「である」調とするかを、町の他の条

例等との関係で判断するよう言われましたが、町内部で調整した結果、中学生も含め
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た町民に親しみを持って読んでいただきたいという思いから、一般的な条例は「であ

る」調ですが、このまちづくり基本条例は「です・ます調」とすることと致しまし

た。今後、「です・ます」調で進めます。 

 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）前回の審議結果を踏まえて、本日の資料３の「目的、用語の定義、条例の位

置づけ、世界遺産等を活用したまちづくり」の条文素案修正版と、資料４の「情報公

開」、「個人情報保護」、「町民・子ども・事業者の権利・役割・責務」の条文素案が出

てきております。この辺の前後関係は資料２－１に整理してありますのでご覧くださ

い。 

 まず、議題３では、資料３について扱います。これは、前回委員各位に見ていただ

き、意見を反映して修正したものです。「世界遺産等を活用したまちづくり」のなかに

「誇り」という文言を入れるということでしたが、意見を出された委員の方をはじめ

これでよろしいでしょうか。 

 

  ～意見無し～ 

 

 それでは、これをとりあえず条文案としたいと思います。なお、終盤の全体調整の

段階で、再度調整をすることになります。 

 では、次に議題 4 に入ります。前回グループ会議で検討しました「情報公開、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」への意見を

基に、資料４の条文素案としております。説明は先ほど済んでいますので、審議に入

ります。 

 なお、項目がたくさんありますので、まことに申し訳ありませんが意見はお一人１

分程度を厳守ください。順次意見をいただきます。 

 まず、「情報公開と共有、会議の公開」からですが、いかがでしょうか。 

  

（委員）吉野町情報公開条例は、施行以来変更はありましたか。 

 

（事務局）吉野町情報公開条例はこれまで大きな改正はありません。ただ、今後は災

害対策基本法の改正により個人情報の扱いについては大きく揺れ動いていますので、

これを受けて情報公開条例及び個人情報保護条例の見直しの時期が来ているという認

識を持っています。また、まちづくり基本条例に合わせた見直しも必要と考えており

ます。 

 

（会長）まちづくり基本条例が施行されましたら既存条例の一斉点検が必要です。致

命的な欠陥が発見されるとは思っていませんが、一部手直しが出てくるかもしれませ

ん。 

 次に、「個人情報保護」です。 

 災害時には、社会福祉協議会や民生委員、自主防災組織へは、予め了解をいただい
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て個人情報を提供できると、災害対策基本法や国の防災基本計画も変わりました。1

月 17 日に防災基本計画が改訂され、地域防災計画で規定する関係者（自主防災組織や

民生児童委員）にあらかじめ情報を渡しておくことが盛り込まれています。条例素案

は、そういう前提での議論を踏まえています。 

   

（委員）4 月から民生委員が要援護者の調査を行い、民生委員に情報提供してもらえ

るようになるとのことです。 

 

（事務局）区長さんにも要望があれば提供されます。 

 

（会長）個人情報の扱い方が変わるわけですね。条文にそれが対応しているかです。

第 3 項の「３ 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合に

は、法の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができる

ものとします。」がそれです。 

 

（委員）ここでは「団体等」とあげておいて、団体等の具体的内容は規則等で定める

のですね。 

 

（会長）基本条例では大枠を定め、細目は要綱・規則等で決めることになります。 

 では最後に、「町民・子ども・事業者の権利・役割・責務」です。ここでいう責務

は、義務を課するようなものではなく、町民としてのまちづくりへの努力目標という

ものです。子どもの権利については、条文として取り上げるということになりまし

た。これは、基本的には地域みんなで未来のまちを担っていく子どもを見守り、健や

かに育つよう手助けをしていこうということです。どちらかというと、子どもの権利

条約で言う守られる権利で、これは大人の側の責任となります。 

 事業者については、事業者の社会的責務という範囲で、努力目標を定めています。 

 なにかご意見はありませんか。 

 

（委員）この審議会の早い段階で子どもの代表、あるいは学校関係者やＰＴＡ等から

意見を聞く機会があってもいいのではないかと思います。 

 

（事務局）検討したいと思います。 

 

（会長）成人式でのアンケート調査もその一つと考えられます。また、例えば事務局

を通じてインタビューを行っていただくことも考えられます。 

 

（委員）難しいかもしれないが、まちづくりへの参加を強く打ち出すことはできない

だろうか。 

 

（会長）自治会への加入率の低下など全国的な傾向ですが、参加する権利もあれば参
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加しないでも不利益を被ることはないということもあり、まちづくりへの参加は強制

するものではないと思われます。目に見える地域活動を行うことによって、参加を誘

うという方策しかないと思います。 

 

（委員）子どもの権利の条文ですが、子どもが郷土を知り郷土愛を育む機会を得られ

る、という主旨のことが入らないでしょうか。 

 

（会長）素案第 3 項の「３ 町民及び町は、将来の担い手である青少年及び子どもが

健やかに育ち、かつ心豊かに学び、成長できる環境づくりに努めなければなりませ

ん。」に追加できるか検討したいと思います。「ふるさとをよく知り」など。 

 出されました意見はできるところは反映させていきたいと思います。 

 では、議題 5 の、吉野町における協働のまちづくりの事例学習に入ります。この後

の、グループ会議で検討する「参画と協働」のイメージをつくるために、町内の事例

を共有して、どのような仕組み、制度が必要なのかを考える材料にしようという試み

です。報告してくださるのは 2 人の委員さんと、プロジェクトチームの若手職員で

す。 

 時間の関係で、一つの事例当たり 10 分程度でお願いします。若干の質疑応答の時間

も取りたいと思いますが、3 事例全体で 40 分程度に収めたいと思っていますので、詳

しく知りたい方は審議会終了後個別に聞いてください。 

 まず、「国栖ほりおこし会」について報告をお願いします。 

 

=========================================================================== 

事例報告 

 

１．国栖ほりおこし会 

 

国栖ほりおこし会は平成 24 年 3 月 26 日設立、4 月 1 日から活動を開始しました。

設立目的は、地域住民の健康・福利厚生に関する事業、旧幼小校園跡地の利用計画事業、

新子地区内における河川公園再生計画事業等を通して国栖地区の活性化を図るため、行

政と連携しつつ「健全で明るい、住み良い生き甲斐のある地域づくり」を目指していま

す。国栖地区内 6 集落の趣旨に賛同する方が参加、メンバーは現在 40 名（うち女性は

14 名）です。  

事業としては、地区内住民等に惣菜等の宅配サービス事業、地区内の歴史文化の伝承

推進と活性化への協力、各種公共団体の協力を得て地域再生・活性化事業の展開、町主

催の各種講習会等に参加・協力他です。  

組織は会長 1 名、副会長 3 名、事務局員 1 名他です。この会は区長会での話し合い

を契機に立ち上がったので、区長会とのコミュニケーションを保つために区長会長に副

会長職に入ってもらっています。  

いま６つの計画グループで活動しています。  

第 1 グループでは、活性化拠点施設の改修を担当しています。今後、レンタサイクル
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事業や自転車による来町者のための自転車置き場を考えています。第 2 グループでは、

宅配・給食サービスをやりたいと活動しています。第 3 グループでは、宅配惣菜の包装

や市場調査を行うことにしていますが、今は活動を休んでいます。今後地元製品を開発

するなどになれば活動を再開します。第 4 グループは、廃校・廃園になった小学校や幼

稚園の跡地をどうするかの計画を作成し、区長会に投げかけています。第 5 グループ

は、新子ふれあい公園再生事業を担当しており、どのように活用するかを検討していま

す。ただ、トイレ設置が難しいのがネックになっています。第 6 グループは、地区内に

宿泊施設がないので、寺院宿泊ができないかなど検討しています。また休耕地対策とし

て、現在一カ所でにんにくを栽培しています。  

主要なものは第 2 グループで、高齢者の健康づくり、見守りも兼ねた宅配給食サー

ビスで、社会福祉協議会から委託を受けて開始しました。平成 25 年 3 月に国栖中央公

民館内にオープンした「国栖の里惣菜センター」で活動しています。毎月第 3 土曜に調

理をして宅配して安否確認を行っています。第 2 土曜には試食会をして、ボリュームや

見た目のチェックをしています。材料は地産地消を心がけています。65 歳以上の高齢

者等に対しては、見守りを兼ねて社会福祉協議会の業務委託として一件あたり 50 円の

補助金が出ています。弁当は 550 円で売りたいですがワンコイン（500 円）にしていま

す。本年度は 2、8 月は休みましたが、10 カ月で計 1,001 食で、電気代等が結構高くつ

いています。今後、月 2 回を目標としてわずかでも収益を出し、女性陣に若干でも支払

えればと考えています。  

休耕田を借り受け作付けしてきゅうりの塩漬けをつくりました。まちあかり展に出

店して 3 本 250 円で販売したり、にんにくを 19 キロ植えており、付加価値を高めるた

めに窯を購入し黒にんにくに加工して売ろうとしています。  

町の協働まちづくり交付金を受けて（2 回目）事業を展開しています。  

 

 

２．『NPO 法人吉野スポーツクラブ』の取り組み 

 

ＮＰＯ法人吉野スポーツクラブ（YSC）の取組について紹介させていただきます。  

私は 20 年前から体育指導員を委嘱されましたが、昨年度からスポーツ推進委員に名

前が変わり、住民にスポーツに親しんでもらう手助けをする立場で活動していることか

らスポーツクラブには設立当初から関わってきました。  

当クラブは、第４次吉野町総合計画の中の、「社会体育と生涯スポーツの推進」の項

目に位置づけられて活動しています。近年、住民の健康やスポーツへのニーズは多様化

しており、その対応に向けて全ての住民が年齢や生活環境に応じてスポーツ等を楽しめ

るよう取り組んでいます。  

当クラブには 5 つの重点戦略があります。それは、①ライフステージに応じたスポ

ーツ機会の創造、②世界で競い合うトップアスリートの育成・強化、③スポーツ界の連

携・協働による「好循環」の創出、④スポーツ界における透明性や公平・公正性の向上、

⑤社会全体でスポーツを支える基盤の整備、をめざして活動しています。  

なぜ総合型地域スポーツクラブなのか。それは、スポーツの 3 つの多様性、すなわち
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多種目であること、他世代・多様な仲間とともに行うこと、自分の嗜好・レベルに応じ

て、を実現するためです。それを、地域住民が自主的、主体的に担うことで、総合型ス

ポーツクラブと言えます。コミュニティ意識の希薄化が進む中、スポーツを通した連帯

感を醸成するという点に、吉野にとって大きな意義があると考えています。  

クラブ設立の経緯ですが、2001 年に吉野町が文部科学省の総合型地域スポーツクラ

ブ育成モデル事業を受け、スポーツ活動団体（体協・スポ少・体育指）が集まり設立準

備委員会を設置、3 年間審議継続した結果、2003 年に町民の約 1 割を会員として吉野

スポーツクラブを設立しました。スポーツ振興を図ると共に教育委員会からの教室事業

などの委託を受け、町内の社会体育事業を担ってきました。スポーツ活動にとどまるこ

となく、生きがいづくり、まちづくりに活動を発展させるため 2010 年にはＮＰＯ法人

格を取得しました。今年度からは、一層活動基盤を固めるよう、拠点施設となる吉野運

動公園の指定管理を受けています。  

クラブの活動のようすを簡単に紹介いたしますと、ひとつはグランドゴルフやマラ

ソン大会時に、ボランティアが鯛飯や炊き込みご飯を作ったりしてイベントを盛り上げ

ています。特別養護老人ホーム柳光へ鯛飯ボランティアも行ったりしています。こうい

う体験は災害時も役に立つのではないかと考えています。  

YSC チェリーカップや少林寺拳法交流大会、ウォーキングなどでは、子どもから高

齢者まで、また町内及び他町村からも多くの方が大会に参加しています。毎月 3 の付く

日はウォーキングの日と銘打って、健康づくりのために歩く活動をやっています。運動

公園だけでなく、津風呂湖では子どもたちにカヌー教室をやったり、レディースゴルフ

教室を開催したりしています。  

参加者は、スポーツをするだけでなく、グランドゴルフ教室の後、運動公園の花壇や

野球場の土手花壇の植栽をしたり、プール跡の整備も手伝ってくれています。  

運営体制と活動拠点の確保については、資料をご覧下さい。自分のまちのクラブとい

う意識を持って、新しい人材を受け入れ世代交代を図って行く、というのが基本姿勢で

す。活動拠点としては、先ほど申し上げましたが、運動公園を指定管理者として運営し

ています。スポーツ施設を自分たちで運営していくことを通して、地域課題に気づき、

クラブが、そして住民１人ひとりが地域づくりの主役になるよう働きかけています。  

会員相互そして地域間交流を図るため、さまざまな交流事業も行っています。地域や

他団体等との連携・関係については、大きく 4 つに分けられます。まず既存のスポーツ

組織との関係ですが、スポーツ団体には会員登録、会費の納入をお願いし、クラブは活

動の保証と活動場所の提供を行っています。また、行政・教育機関との連携も深めるた

め、運動公園の指定管理事業に際しては、施設の管理だけではなく、地域貢献の意味も

含めて行政が行っている社会体育事業の一部を役割分担しています。さらに、クラブは

自治会や民間企業との連携にも重点を置き、企業へも働きかけ、サポーター会員として

会費を頂きながらイベントへの参加要請や企業ＰＲに努めています。最後に、研究機関

としては天理大学・早稲田大学等とも連携し、スポーツ活動から地域との連携を図る手

立てについて研究をすすめ助言を頂いています。  

そして吉野にふさわしいクラブづくりとしてクラブのキーワード＝「か・き・く・け・

こ」を定めています。中味は画面（資料）を参照してください。  
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「5.でもいこら」、というのが設立時からのスローガンで、これは「いつでも・どこ

でも・誰でも・誰とでも・いつまでも」の 5 つの「でも」を掲げています。「地域に誇

れるクラブから、地域が誇れるクラブへ・・・」、「地域ニーズを先取り、地域と共に・・・」、

「合い言葉は“かきくけこ”」ということで進めております。  

ご静聴ありがとうございました。  

 

（会長） ここで、なぜこの 3 つの事例なのかという説明をしておきます。国栖掘りお

こし会は、地縁系の団体の活動事例で、自治会と地元の有志団体が協働して地域課題に

取り組んでいるタイプです。先日まちづくりフォーラムで発表していただいた朝来市の

与布土地域によく似ていますね。国栖地区は地域自治協議会に発展する力を充分付けて

きていると思われます。２つ目の NPO 吉野スポーツクラブは、有志による結社（NPO、

アソシエーション）で、団体が活動を展開する中で、地域に貢献している事例です。こ

のように、地縁型とテーマ型の活動のどちらも必要で、双方が手をつなぐ機会もあるの

ではないだろうか、という示唆が見えてきました。次の“ふるさと元気吉野まつり”は、

行政と住民との協働がテーマです。  

 

 

３．協働のまちづくり元気創造事業“ふるさと元気吉野まつり”の取り組み 

 

“ふるさと元気吉野まつり”の事例を発表します。  

そもそも協働とは、「まちづくりの目標を実現するために町民、事業者、行政などが

対等に役割を担い、それぞれの特性を生かしながら連携・協力し、より大きな成果を生

み出すための取り組み」と言われています。住民だけ、行政だけでは解決できない課題

が山積しているので、地域課題をより理解している住民と、行政とが｢課題を共有し、

それぞれの役割を担いながら連携・協働しないと課題の解決や目的の達成ができない環

境になっているからです。  

そのような中、吉野まつりというイベントを通じて、様々な主体がつながり、住民と

行政が協働する契機となればと考えています。これが吉野まつりのひとつの役割でしょ

う。ただし、吉野まつりをしていれば目標が必ず達成されるわけではなく、目標達成の

手段のひとつとして、吉野まつりに取り組んでいます。  

吉野まつりの目的は吉野を元気にしていくことと、住民と行政の協働でまちづくり

を進めていくことにあります。目標達成のプロセスを重視しており、地域の元気を生む

には、町民、まちづくり団体や行政がそれぞれの役割をしっかり果たしていくことが重

要です。そのためには、町民、まちづくり団体や行政がつながっていかなければなりま

せん。このプロセスが、地域課題解決や目標達成のため非常に重要であると考えていま

す。吉野まつりでは、複数のまちづくり団体で実行委員会を構成し、プロセスを大事に

しながら事業を進めています。このようなプロセスを地域のさまざまな課題解決、目標

達成のために転用していけると思っています。吉野まつりが住民と行政の協働のモデル

となればと思っています。  

では、協働事業として、どのようにステップアップをしているかです。吉野まつりを
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開始する以前は、さまざまな団体がそれぞれの活動を積極的に展開されていましたが、

今や過疎や高齢化を背景に昔のように充実した活動が困難になってきました。平成 24

年度から吉野まつり実行委員会をスタートした結果、町内のさまざまな団体がつながり、

それぞれの強みを生かしたイベントが可能になりました。  

3 回目を終えた吉野まつりは、これまで多い時で 5000 人、少ない時で 2000 人の来

場者があり、住民、まちづくり団体、商工会、行政が補完し合いながら事業を進めてい

ます。例えば、住民はまつりへの出店や来場者、ボランティアスタッフとして。商工会

は町内外に吉野をアピールできる企画を考え、町外へも情報発信を行いました。まちづ

くり団体は災害に備えた炊き出しの提供や、子どもが楽しめるコーナーの設置、さらに

口コミでの広報に協力いただきました。夏の花火では、住民、団体、企業に協賛をいた

だいています。  

行政は、皆様のアイディアを形にしていく事務や、CVY や広報誌、HP、FB 等を活

用した広報関連、また安全確保や、移動手段の確保等の事務を担いました。  

具体的に、協働事業としてステップアップするために、平成 26 年度は、団体間のネ

ットワークを強化する働きかけを進めていきます。将来的には、まつりの経験を活かし、

地域課題やまちづくりに取り組む町民や団体を増やしていきたいと考えています。  

そのために、まつり実行委員会の形を変えていきます。まず、会議ではワールド・カ

フェという手法を導入し、カフェで話しているような意見が出しやすい環境をつくりま

す。次に、参加者を増やします。このワークショップには、だれでも参加できますので、

少しでも多くの住民に関わってもらえる環境を整えていきたいと思います。ワークショ

ップでは、100 以上の事業のアイディアが出て、住民一人一人の関わり方が模索されま

した。最後にテーマ型のグループを作ります。テーマ型のグループを作っていくことで、

自分たちの意見を形にしていくようにします。  

これにより、それぞれの主体性がより強化され、住民と行政の協働が進むよう期待し

ています。  

 

（会長）三つの事例で、取り扱うテーマが多角的で広がっていく様子が分かりました。

国栖の事例はまさに「生活の総合性」に立脚しているといえます。スポーツクラブも多

種目という広がりだけでなく、花壇づくりや清掃などにも手を広げて、地域の総合性に

アプローチしています。官民協働による吉野まつりも団体の関係の広がりを生んでいま

す。キーワードは「総合性」や「広がり」ではないかと思います。吉野まつりの報告の

中で「プロセスを共有」という言葉が出てきましたが、問題意識と同時に、どういう人

たちが、どのように考えるのかというプロセスをも共有しているからこそ「やらされ感」

がなく、自主性・自立性が生まれ続けるエネルギーが生まれてきます。前者２つの事例

はそもそも問題意識を共有しているから比較的やりやすいが、異なった主体が連携する

官民協働では、特にプロセス共有がとても大事です。  

 

（委員）スポーツクラブの会費はどうなっていますか。  

 

（報告者）町民は保険料を別にして町内 3,000 円、ファミリーは 8,000 円、町外の方は
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5,000 円です。企業などサポーター会員には複数の口をいただいています。TOTO の補

助もあります。運動公園の指定管理料も今年度から入って来ます。  

 

（委員）イベントは経済効果が大事です。スポーツイベントで人を集めたら町に泊まっ

てもらい、地元にお金を落としてもらいたいが、何か工夫をされていますか。  

 

（報告者）確かに経済効果は意識しています。文陽堂カップは 800 人を超えるイベント

になっており、定員オーバーで参加をお断わりする場合もありますので、2 日間のイベ

ントにして吉野山の旅館に泊まってもらうなどを考え始めています。  

 

（委員）国栖の里掘りおこし会の立ち上がりのきっかけを教えてください。  

 

（報告者）もともと区長会で、中央公民館と国栖小学校・幼稚園跡地の活用を検討し始

め、まちづくりに取り組むために区長会 13 人を中心に各種団体代表の 6 人を加え 19

人で立ち上げました。その後、行政が国栖地区のまちづくりを考える会議を持ったので、

19 人のメンバーもそこに入り、計 33 名で話し合いを持ちました。その会議が終了した

後、その会議で立案された 6 つの課題について取り組むため、その会議のメンバー33

名で立ち上げました。  

中竜門地区で区長会が小学校の廃校後の地区のまちづくりをどうしょうと頑張って

おられたのが刺戟になりました。私たちはその時何もせず、過疎化が進んでしまったの

で、今頑張ろうとしています。言い出しっぺが中心になって運営しています。  

 

（委員）地域によって差がありますね。言い出しっぺが居るところといないところと。 

 

（会長）「あの土地だからできる。うちではできない」という声をよく聞きますが、成

功している地域も、それ以外の地域も、全部条件は違います。どんな条件であっても動

くところは動きます。キーパーソンがいるかどうかがカギで、条件をつくるのは人間な

のです。その人間を大事にする地域とそうでない地域があると言う事ではないでしょう

か。  

 では、第二部のグループ会議に入ります。今の事例を頭に入れて、「参画と協働」「生

涯学習」「住民投票」について意見を出し合いましょう。  

 

 

 

【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、最初にグループリーダーが進行役とアドバイザーを再度確認した。 

   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）  
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   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６

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の要旨を確認した。第２グループでは、前回の委員

質問への回答として「個人情報保護のオプトアウト」に関する解説メモが配られた。  

 

（個別条項の検討）  

進行役が、本日の課題として「参画と協働」、「生涯学習」、「住民投票」が予定されて

いたが、時間の都合で「住民投票」は次回に送ることが提案され了承された。  

本日の検討項目について、項目毎の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洗い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に項目に整理した。  

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  


