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吉野町まちづくり基本条例  本日の検討項目の論点・事例 ③ 

 

■条例項目                                                     第 6回審議会(20140318) 

総則・その他ブロック 住民自治・参画と協働ブロック 団体自治・行政経営ブロック 

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 用語の定義＊ 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 町職員 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 

情報 情報公開・共有、会議の公開＊ 住民自治 住民自治組織 行政経営 総合計画 

情報 個人情報保護＊ 住民自治 基礎的コミュニティ（自治会等） 行政経営 行政組織 

その他 世界遺産を活かしたまちづくり＊ 参画と協働 参加、参画と協働のまちづくり 行政経営 財政運営 

条例 位置づけ、体系化＊ 参画と協働 参加、参画と協働の仕組み 行政経営 政策法務 

条例 運用、第三者機関 参画と協働 
計画策定等への参画、審議機関へ

の参加 
行政経営 法令遵守、公益通報 

条例 見直し 参画と協働 町民公益活動 行政経営 説明責任、応答責任 

連携 国県市町村間連携 参画と協働 生涯学習 行政経営 広報・広聴、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

連携 広域連携、相互支援 住民投票 住民投票 行政経営 行政手続、公文書等管理 

国際、共生 国際交流、多文化共生   行政経営 行政評価、行政改革 

    行政経営 外部監査 

    行政経営 危機管理 

 

 注 アミカケ部＝太字表記が今回の検討対象。「＊」印は検討済み。 
  事例は、これまでに配布した事例を中心に抽出し、ほかに特徴があり吉野町での参考になると思われるものを加えた。 

  事例の条番号は省略した。同一条例で条番号が変わる場合は○で表記した。 

  上表のブロック分けは便宜的なものである。 

 

資料５ 



第 6 回審議会（平成 26 年 3 月 18 日） 

2 
 

 
 項目 留意点 論点 

 

◆参加、参

画と協働

のまちづ

くり 

 町政への町民参画の権利。 

 参画と協働はまちづくりの基本（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）。 

 協働のためには、情報公開・共有が必要。 

 
 参画にあたっての条件（不当な差別の禁止）や参画にあたっての

町民の責務、子どものまちづくりへの関わりは、別項に規定済み。

 町民のまちづくりへの参加を謳う（町民の権利とやや重複）。 

 意思形成・政策形成段階から実施、評価過程への参画の必要性。 
 町の役割、責務を明確にする（参加しやすい条件づくり、多様な手

法の提供、声を聞くこと）。 

 町政への町民参加、参画と協働により公益領域を担うこと。 

 そのための情報提供・共有、学習の機会の提供は町の責務。 

 町民からの提案制度も選択肢。 
【生駒市】 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。２ 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を

理由として差別的な取扱いを受けない。○20 歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

○市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持

って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。２ 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、

地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。 

【大和郡山市】(協働及び参画の推進) 市民及び市は、それぞれお互いに協働しようとするときは、相互の役割分担を明らかにしたうえで、

相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。２ 執行機関は、政策立案、計画策定、実施、評価等の各段階において市民が参

画できるようその機会の拡充に努めなければならない。  

【丹波市】 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を持っており、互いの意見を尊重しながら責任ある行動により、

まちづくりの推進に努めます。２ 市民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはありません。３ まちづくり

は、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等の違いを超えてお互いに理解し、尊重し合いながら共に生きていくという考え方に基づいて

行わなければなりません。４ 市民は、まちづくりにあたっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。

５ 市は、参画と協働を推進するにあたっては、市民の自主性を尊重しなければなりません。 

【名張市】市は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は

施策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。２ 

市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則とし

て提示された意見に回答し、公表しなければならない。 

○市民（コミュニティ活動や市民公益活動を行う団体を含む。以下この条において「多様な主体」という。）及び市議会並びに市は、それ

ぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。２ 市は、公共的課題の解決や公共的サービスの

提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう、適切な措置を講じなければならない。３ 市は、協働のまちづくりを進めるに

当たり、多様な主体が情報や意見を交換し、相互調整や民主的な意思形成が図られるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければなら

ない。 
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 項目 留意点 論点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆参加、参

画と協働

の仕組み 

 参加、参画と協働を具体化するための仕組みを規定。 
 パブリックコメント、アンケート、公聴会等も含めるか、別項

を立てるかどうか。 
 町の支援（参画と協働、まちづくり活動、町民公益活動への）。

 
 審議会等（各種計画策定等）に関しては別項。 

 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は、町民の意向を反映する仕

組み（むしろ、一緒に課題解決を考え、実行する）が必要。 
 上記のプロセスでの協働の仕組みを示す。 
 町民のまちづくり活動への町の支援。活動しやすい環境づくり、

研修、力量向上の機会づくり、公募型補助金制度。 

 

 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）。 
【大和郡山市】 (協働及び参画の推進) 市民及び市は、それぞれお互いに協働しようとするときは、相互の役割分担を明らかにしたうえ

で、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。２ 執行機関は、政策立案、計画策定、実施、評価等の各段階において市民

が参画できるようその機会の拡充に努めなければならない。 

【名張市】（再掲） 市は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定

改廃又は施策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りで

ない。２ 市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、

原則として提示された意見に回答し、公表しなければならない。 

【丹波市】 市は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、市民の参画がなされるように配慮し

なければなりません。２ 市は、前項を実現するために、あらゆる市民に等しく参画の機会を保障し、多様な意見を反映することに努め

るとともに、高齢者、障がいのある人、女性等の参画に困難をかかえる人々の参画を阻害する要素を取り除く支援策を講じなければなり

ません。３ 市は、子どもや若者がまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めるものとします。４ 市は、市民の参画

の機会を拡げるため、多様な手法をとるよう努めるものとします。 

 ○市長は、まちづくりを行う団体に対して、必要な支援を行うよう努めるものとします。２ 市長は、市民が自治の担い手であることを

認識し、身近な地域課題の解決に向けた市民の提案を市政に反映するための仕組みを整えるものとします。 

【富士河口湖町】（パブリックコメント） 執行機関は、重要な条例及び計画の策定などに当たり、事前に案を公表し、広く町民から意見を

聴き反映するよう努めます。２ 執行機関は、町民から提出された意見に対する執行機関の考え方を公表します。３ パブリックコメン

トの実施について必要な事項は、別に定めます。 

【三郷市】 執行機関は、市民等の参加の機会を保障するため、公聴会、説明会、懇話会等の開催、審議会等の公募委員募集、提案書の提出

等目的に応じた適切な方法を用いるものとする。２ 執行機関は、前項に規定するほか、多様な市民等の参加の方法を積極的に検討し、継

続して改善に努めるものとする。３ 市民等及び執行機関は、市民等の参加にあたり、互いの意見を十分に尊重しながら、合意形成に努め

るものとする。○執行機関は、市民等が参加できるよう、会議の時間、場所その他開催方法等に配慮するものとする。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆計画策

定等への

参画、審議

機関への

参加 

 総合計画策定については別項で扱う。 

 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、オープンな議論を行う。 

 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。 

 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。 

 上記の方法についても言及する。 

 審議会等の原則公開（会議、資料、議事録等）を示す。 

 

【生駒市】（ 条例制定等の手続） 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当す

る場合を除き、立案段階から市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。(1) 関係する法律等又は条例等の制定改廃に

基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合 (2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内

容に実質的な変更を伴わない場合 (3) 前２ 号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者（ 以下「提案者」という｡)が不要と

認めた場合２ 提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する事項を付して、条例案を提出しなければならない。 

（ 計画策定段階の原則） 市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を

求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。 

（ 審議会等） 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等に配慮するとともに、原則として市民か

ら公募した委員を加えなければならない。２ 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。 

【大和郡山市】(審議会等の委員) 執行機関は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、公募の委員を加えるよう努めなければな

らない。２ 審議会等の会議及び会議録は、公開を原則とする。 

【丹波市】 市長等は、総合計画をはじめとする市政に関する重要な計画及び条例等(以下「計画等」といいます。)の制定にあたり、意見

を表明するなど市民が参画する機会を設けなければなりません。ただし、緊急を要する場合はこの限りでありません。２ 市長等は、前

項の規定により政策の立案、実施及び評価の各段階において、継続的かつ多様な手段で市民の参画がなされるよう適切な措置を講じるも

のとします。３ 長等は、計画等を市民にはかるときは、適切な時期に、わかりやすく情報を提供し、パブリックコメント、アンケート

調査、説明会や公聴会の開催等多様な方法を提供するとともに、市民同士で意見交換ができる場の提供等の支援を行わなければなりませ

ん。 

 ○市長等は、条例で定める附属機関及び各種委員会、懇話会等(以下「審議機関」といいます。)の委員を選任するときは、市民の参画と

多様性に配慮し、及び設置目的に応じた構成とし、原則としてその全部又は一部を公募による市民としなければなりません。２ 市長等

は、審議機関の委員の選任手続について透明性を確保するよう努めなければなりません。３ 市長等は、法令又は条例等に特別の定めが

あるものを除き、審議機関の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければなりません。４ 市長等は、審議機関の会議を開催

しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければなりません。 

【佐用町】 町長等は審議会等の委員の選任に当たっては、広く町民の参画に配慮した委員構成にするとともに、原則として委員の全部又

は一部を町民から公募するよう努めなければならない。２ 町長等は審議会等の会議及び会議録を原則として公開するよう努めなければ

ならない。 
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 項目 留意点 論点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆町民公

益活動 

 町民公益活動の役割、支援（NPO 支援）を扱う。 
 地域に限定されずに（地域から世界まで）、ある社会課題の解決を図る町

民による自主的な活動（町民公益活動、NPO の活動）。 
 有志によるボランティア活動、サークル活動等も、公益活動を行う限り含

まれる。 
 地縁的自治活動（自治会、区等）とともにまちづくりの重要な担い手であ

る。 
 町民公益活動団体を定義すれば、「町民が自発的かつ自主的な意志に基づ

いて、社会的課題の解決や町民生活の向上を目的とする非営利で公益的な

活動である。行政や企業のできない社会分野を担ったり、未開拓の課題に

取り組むなど、「新しい公共」の担い手として期待される。 
＊一般的な用語として、テーマ方公益活動を「市民公益活動」と言うが、吉野町におい

ては、「町民公益活動」と言うこととする。 

 定義と要件（町民の自発的、自主的な公益活動）を明確に

する。 
 行政の関わり（支援や協働の対象等）を明らかにする。 
 支援策、活動の促進策の方向を示す。 
 業務の委託、協働の実施を通して、公共サービスの担い手

としての成長も期待できる。 
 町民活動支援とともに、「協働」のありかたを盛り込むこと

もある（大和郡山市）。 
 

 詳細は個別条例に委任することもある。 

【大和郡山市】(市民公益活動の推進) 市民は、自治会等の地域活動団体及びボランティア、NPO 等の目的別非営利活動団体の行う市民公益

活動に関心を持ち、積極的な参画を通じ、地域の課題を共有し、解決に向け行動するよう努めるものとする。２ 市は、自発的かつ自主

的に行われる市民公益活動を尊重するとともに、人材育成、物資、情報の提供等その活動を推進するための適切な支援を講じなければな

らない。３ 市民は、一定のまとまりのある地域内において、地域活動団体を中心とする多様な主体により構成される市民公益活動を行

う組織を結成することができる。 

 (協働及び参画の推進) 市民及び市は、それぞれお互いに協働しようとするときは、相互の役割分担を明らかにしたうえで、相互理解及び

信頼関係の構築に努めなければならない。２ 執行機関は、政策立案、計画策定、実施、評価等の各段階において市民が参画できるよう

その機会の拡充に努めなければならない。 
【名張市】 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする市民公益活動

を尊重するとともに、別に条例で定めるところにより、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。 

【丹波市】 市民は、自発的かつ自主的な意志に基づき、広く市民生活の向上を目的とする非営利で公益的な活動(以下「市民公益活動」と

いいます。)を立ち上げ、又は参加することにより新しい公共の担い手として活動することができます。２ 市民公益活動は、多様な主

体と積極的に協働し社会的課題の解決に向け行動するよう努めるものとします。３ 市は、市民公益活動の役割と主体性を尊重するとと

もに、研修の実施並びに情報及び活動拠点の提供その他活動を促進するために適切な措置を講じなければなりません。４ 市民公益活動

の促進に関する必要な事項は、別に条例で定めます。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆生涯学

習 

 まちづくりの基盤としての生涯学習という位置づけ（「学習なくし

てまちづくりなし」）。 

 町民が学習する権利を有するという側面と、町が町民の学習を保障

するという側面がある。 

 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

の提供。 

 市民（町民）の権利の中に、「市民は、生涯にわたり学ぶ権利を有

します。」（花巻市）という書き方もある。 
 町民による政策立案に関する調査研究の支援等に踏み込むか。 

 自治基本条例・まちづくり基本条例に書き込んでいる例は少ない。

 町民の学習する権利の保障と、町の学習の機会の提供義務。 

 町民の学習への参加要請。 

 条例への委任。 

【丹波市】 市民は、豊かな人間性を育み、生活の充実や技能の向上などを図るとともに、市政やまちづくりに参画するための知識や考え

方を学ぶため、生涯を通じてさまざまな学習を行う権利を持っています。２ 市長等は、市民の学習の機会を確保するとともに自主的な

学習活動を支援するよう努めなければなりません。３ 市長等は、市民の学習権を保障するため、市民の参画のもとに生涯学習に関する

計画を策定しなければなりません。 

【西脇市】 市は、市民の多様な学習活動を支援し、市民主体のまちづくりを推進するため、生涯にわたって学習する機会を提供するよう

努めるものとします。 

【佐用町】 町民等は、自ら生涯を通じてさまざまな学習を重ね、豊かな人間性を育むよう努めるものとする。２ 町長等は、町民等のま

ちづくりに繋がる学習の機会を提供し、まちづくり活動への参加を促すよう努めなければならない。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆住民投

票 

 首長と議会の二元代表性を補完する仕組みである。 

 最終意思決定機能は、内容によって議会あるいは首長にある。 

 現在では、自治基本条例（まちづくり基本条例）の標準装備である。 

 やり方には多様な方法があり、地域にふさわしい仕組みを採用すればいい。 

 常設型（自治基本条例に成立条件を書き込み、条件をクリアすると議会の議決無し

に住民投票を実施するタイプ）と非常設型・個別設置型（必要に応じて住民投票実

施条例を制定し実施するタイプ）がある。 

 地方自治法第 74 条の条例の改廃請求権（有権者の 1/50 以上の連署が必要）を用い

て行うやり方もある。 

 首長と議員（定数の 1/12 以上）はその権限を用いて住民投票条例の策定を議会に

提出することができる。 

 住民投票の対象となるのは、町民に大きな影響を与える事案について、町民に直接

意見を聞く必要があると認められるものについて行うのが一般的である。 

 住民投票に関する法的規定はない（公職選挙法等が適用されない）。従って、結果

についての強制権はない。 

 住民投票の実施には相当なコストがかかる。 

 常設か個別設置か、地方自治法上の直接請求権（条

例の改廃）行使か、どのタイプを選ぶのか。 

 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）をどうするか。 

 実施には下記のことを定めなければならないが、

まちづくり基本条例に書き込むか、別途条例で定

めるか。 

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 

投票権者を、有権者とするもの、18 歳以上とするもの

（岸和田市）、永住外国人に配慮するもの（岸和田市、

名張市）ものもある。 

 

 

【生駒市】 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。 

○市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。２ 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。３ 市民投票の請求、

発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当

たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。４ 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の

取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。 

【大和郡山市】 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。２ 

市民は、市長に対して住民投票を請求することができる。３ 市議会及び市長は、住民投票を発議することができる。４ 住民投票の請

求、発議、投票資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。５ 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果

を尊重しなければならない。 

【丹波市】 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意思を確認する必要があると認めたときは、市議会の議決を経て、住民

投票を実施することができます。２ 市長は、有権者がその総数の 50 分の 1 以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関す

る条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。３ 住民投票に付すことができる案件、投

票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。投票資格者を定めるに

あたっては、定住外国人や未成年者に配慮するものとします。４ 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 

【栗山町】 町長は、町政に関する重要事項について、住民の意思を確認する必要があるときは、議会の議決を経て、住民投票を実施する

ことができます。２ 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定め

ます。３ 町は、投票の結果を尊重します。 

 


