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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 ④ 

 

■条例項目                                                      

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 住民自治の定義・あり方・原則 町職員 町職員の責務、倫理 

基本原則 基本原則＊ 住民自治 住民自治組織 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 
基礎的コミュニティ（区・町内

会・自治会） 
行政経営 総合計画 

情報 個人情報保護＊ 参画と協働 参加、参画と協働のまちづくり＊ 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、参画と協働の仕組み＊ 行政経営 財政運営 

条例 位置づけ、体系化＊ 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 政策法務 

条例 運用、第三者機関 参画と協働 町民公益活動＊ 行政経営 法令遵守、公益通報 

条例 見直し＊ 参画と協働 生涯学習＊ 行政経営 説明責任、応答責任 

連携 国県市町村間連携 住民投票 住民投票 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   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６ 
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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

施条例を議会の議決を得て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

めるかたちにするか。 

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 

 

※投票権者については、通常の選挙と同じく「有権者」

に限るもの、若者に配慮し「18 歳以上」とするもの（岸

和田市）、定住外国人や未成年者に配慮する、という

規定を置いているもの（岸和田市、名張市、生駒市、

丹波市）などがある。 

【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。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆住民自

治 の 定

義・あり

方・原則 

 本項では、住民自治の 3 つの諸相のうち、住民による地域運営

（区・町内会・自治会）に係わる部分を扱う。 

 住民自治には、その規模により 3つの階層があると言われる。 

   ○近隣（集落程度、区の範域）の自治 

   ○やや広域の（小学校区程度）総合的・包括的自治 

   ○自治体全域（合併した自治体の旧市町村の範域）の自治 

 地域の自治は住民の主体性による（行政は指示・監督しない）。

 住民自治活動は公共的性格を持っている（地域課題の解決、住民

同士の共助、公共サービスを担う、等）。 

 住民自治の定義（例：市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一

定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、

市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう） 

 住民自治活動の必要性と行政による支援の必要性。 

 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） 

・小学校区等＝地域（住民）自治協議会（総合型地域自治組織） 

 それぞれの位置づけ、意義、機能・役割 

 行政の関わり（自治の尊重、適切な支援策、業務の委託、住民から

の提案への対応等） 

【生駒市】 （市民自治の定義）市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り

組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。２ 市民自治活動の主体は、自治会、ボランティア、NPO 等の市民活動団体及び

事業者をいい、これには個人も含まれるものとする。 

 （市民自治に関する市民の役割）市民は、市民自治活動の重要性を認識し、自ら市民自治活動に参加するよう努めなければならない。２ 市

民は、市民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。 

 （市民自治に関する自治体の役割）市は、市民が自主的かつ主体的に行う市民自治活動を尊重しなければならない。市は、自治会、ボラ

ンティア、NPO 等の市民活動団体が行う非営利、非宗教及び非政治の市民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援するものとする。 

【伊賀市】 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役と

なったまちづくりを行う活動をいう。２ 住民自治活動の主体は、自治会をはじめ、ボランティア・市民活動団体、地域の良好な生活環

境づくりに貢献する事業者などのほか、まちづくり活動に積極的に参加する個人も含まれるものとする。 

【丹波市】 住民自治とは、共同体意識を持てる一定の地域において、市民が地域課題を解決し、よりよいまちをつくろうとする自主的か

つ主体的な活動をいいます。２ 住民自治の主体は、自治会をはじめ、ボランティア・市民団体、NPO、地域の良好な生活環境づくりに

貢献する事業者及びそれらで構成される住民自治組織であり、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれるものとし、以下これらを「多

様な主体」といいます。 

 ○住民自治活動は、多様な主体が参画し、それぞれの特性を理解し、及び協働して豊かな地域社会実現に取り組むよう努めるものとしま

す。２ 市民は、住民自治活動の重要性を認識し、尊重し、及び参加するよう努めるものとします。３ 市長は、自主的な住民自治活動

の役割を認識し、公共の担い手として尊重するとともに、その活動に対して技術的支援、財政的支援その他必要な措置を講じなければな

りません。 

【飯田市】 市は、地域の特性と自主性が生かされた、個性豊かで魅力ある地域のまちづくりを推進するため、自治の基本原則に基づき、

分権によるまちづくりの仕組みを目指します。 

注）事例中の「○」は、条文が変わったことを示す（例えば、第 14 条と第 15 条）。 
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 項目 留意点 論点 

 

◆住 民 自

治組織 

 多くの自治体で、新しい住民自治システムを自治基本条例・地域

自治組織条例等で位置づけている。 

 住民と自治会・町内会・区だけでなく、地域活動・まちづくり団

体、学校、企業、産業団体、消防団等地域防災組織、ボランティ

ア団体等を総合化し、補完し合う総合的な地域自治組織が求めら

れている。←人口減少・少子高齢化、厳しい行財政･･･ 

 持続可能な地域づくりには、地域の持っている力を再構成し、総

合性を発揮しないとやっていけない。 

 地方自治法上の仕組みとして「地域自治区」「地域協議会」制度

があるが、「自治」の仕組みとは言えず、あまり使われていない。

 新しい地域自治組織を設置できるという大枠の規定をおくかどう

か（細部の制度設計まで、当審議会で行うのは難しいが） 

 住民自治協議会の意義、位置づけ（公共的団体の性格を持つこと、

一地区一団体、行政による認定など）。 

 住民による自主組織であるが、行政の設置支援も必要。 

 住民自治協議会の要件の明示（透明性、民主性、開放性、一つの地

区に一つの住民自治協議会）。 

 行政との関係（詳細は別途、でもよい） 

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。 

 詳細は条例へ委任。 

【生駒市】 （市民自治協議会等） 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域において、自治会、NPO 等の

多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織（ 以下「市民自治協議会」という｡)を設置することができる。２ 市民自治協議会は、

当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民自治活動を行うものとする。３ 市は、市民自治協議会の

活動に対して必要な支援を行うことができる。４ 市は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、市民自治協議会の自主性及び自立

性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。５ 市は、市民自治協議会の意向により、事務事業の一部を当

該市民自治協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。

６ 前各項に関することは、別に定める。 

【高松市】 市は，市民主体の自治を推進するため，次項に規定する地域コミュニティ協議会の活動を尊重し，その活動に対して適切な支

援を行うものとする。２ 市民は，地域の個性および自立性を尊重した地域のまちづくりを行うため，地域コミュニティ協議会（共同体

意識の形成が可能な一定の地域において，その地域に居住する個人および所在する法人その他の団体を構成員とし，民主的な運営により，

地域の課題を解決するために活動する組織で，一の地域につき一に限り市長が認定したものをいう。次項において同じ。）を設置するこ

とができる。３ 地域コミュニティ協議会は，自らの活動に責任を持って，自主的かつ自立的に地域のまちづくりに取り組むものとする。 

【丹波市】 市民は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために、概ね小学校区を単位とする地域内におい

て、多様な主体で構成される住民自治組織(以下「自治協議会」といいます。)を設置することができます。２ 一つの地域では一つの自

治協議会のみを設置することができます。３ 自治協議会は、当該地域のすべての住民及び自治会その他の団体を構成員とします。４ 自

治協議会は、透明で民主的な運営を行わなければなりません。また、そのための規約及び組織を構成しなければなりません。５ 自治協

議会は、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画の策定に努めるものとします。６ 自治協議会は、自らの活動に責任

を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組むものとします。７ 市民は、地域社会の一員として自主的かつ主

体的に自治協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めるものとします。８ 自治協議会に関す

る必要な事項は、別に条例で定めます。 

 ○市長は、自治協議会の役割を認識するとともに丹波市を構成する一員として尊重し、その活動に対して地域特性を勘案した支援等必要

な措置を講じるものとします。 

【佐用町】 町民等は、多岐にわたる課題等に総合的に対応するため、一定のまとまりのある地域（概ね小学校区）において、コミュ
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ニティ活動を行う組織としての地域づくり協議会を設置することができる。２ 地域づくり協議会は、地域の総意が反映され、民

主的で透明性を保ち、地域内の誰もが希望に応じて運営に参加できるものとする。また、地域の課題を共有し、その解決に向けて

取り組み、地域のまちづくりの目標、活動方針等を定めたまちづくり計画の策定に努める。 

 
 
 
 

 項目 留意点 論点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆基礎的

コミュニ

ティ（区・

町内会・自

治会） 

 区・町内会・自治会の役割。近隣自治の役割の認知。 

 町内会・自治会等は任意団体である（参加の強制はできない）。 

 法人格取得には、「地縁による団体」の認可を得ることで可能。 

 前項の新たな住民自治の仕組みの中にあっても、基礎的コミュニティが

その主たる担い手となることが期待されている。 

 基礎的コミュニティの定義＝住民による近隣の自治組織。 

 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促進。 

 基礎的コミュニティと住民自治組織（前項）の関係を示す。 

 行政の基礎的コミュニティへの支援。 
【名張市】 市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に区、自治会等の基礎的なコミュニティの活動に参加し、

交流しながら、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。２ 市は、区、自治会等の果たす役割

を尊重し、その活動を振興するために必要な施策を講じなければならない。 

【丹波市】 自治会は、暮らしやすい地域社会を築くため身近な範囲で市民により自主的につくられた基礎的自治組織(以下「コミュニティ」

といいます。)として、市民生活に必要な諸活動に自発的に取り組むものとします。２ コミュニティは、多くの地域住民を構成員とす

る地域の総合的な自治組織としての役割と責任を自覚し、自治協議会の主たる担い手として参画するよう努めるものとします。３ 市民

は、地域に生活するものとしてコミュニティが行う自治の活動に積極的に参加し、交流しながら相互に助け合うとともに、地域の課題を

共有し、解決に向けて取り組むよう努めるものとします。４ コミュニティは、住民の合意により透明かつ民主的に運営されなければな

りません。５ 市は、コミュニティの果たす役割を認識するとともにその自主性・自律性を尊重し、活動支援、コミュニティ相互の連携

促進等必要な措置を講じるものとします。 

【糸島市】 小学校通学区域ごとの自治組織(以下「校区」という。)は、住民の相互交流等の推進に努めなければならない。２ 校区は、

校区の区域内の自治組織（以下「行政区」という。）の間の調整及び他の校区との連携に努めなければならない。３ 校区は、区域内の

小学校、中学校、高等学校、大学等(以下「学校等」という。)と連携してまちづくりを行うよう努めなければならない。４ 校区は、区

域内の地域資源をたいせつにしたうえで、まちづくりに積極的に活用し、後世に受け継がれるよう努めなければならない。 

 ○行政区は、住民の連携により、自然環境及び生活環境の保全等の推進に努めなければならない。 

 ○行政区の区域内の自治組織(以下「隣組」という。)は、向こう三軒両隣の助け合いの精神にのっとり、隣近所における相互扶助に努め

なければならない。 

 ○校区、行政区及び隣組は、住民の安全・安心で健やかな暮らし及び各組織への加入推進のため、連携するよう努めなければならない。 

 


