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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第８回会議 議事録 

  

 

日 時：2014 年（平成 26 年）5 月 21 日（水）16 時～18 時 40 分 

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 人） 

 

 

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 7 回審議会議事録（案）／

別紙１ 「住民投票」、「住民自治」の検討項目への意見整理／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「参画と協働」、「生涯学習」条文素案修正版／資料４「住民投票」、「住

民自治」条文素案／資料５ 本日の検討項目（「議会」、「町長等」、「行政経営」、「連

携その他」、附「前文」）論点・事例／条例策定推進会議による「行政経営」、「連携そ

の他」についての検討結果（模造紙の掲示のみ） 

 

 

開 会 

（会長） 昨日と打って変わって、今日はいい天気となっております。第８回吉野町ま

ちづくり基本条例策定審議会を開会します。今日は検討項目が多いので、進行にご協

力願います。まずは事務局より、配布資料の確認と本日の出席委員数の報告をしてく

ださい。 

 

（事務局） ～配布資料の確認～ 

  資料の修正があります。議事次第の下に次回以降の予定が書いてありますが、回数

が間違っています。６月 24 日は第 9 回、7 月 23 日は第 10 回と修正して下さい。申

し訳ありません。 

本日の出席状況ですが、定数 20 名中 17 名にご出席いただいています。竹内委員、

山口委員、森口委員はご都合により欠席とのことです。 

 

（会長）事務局より報告がありました通り、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。 

 議事に入ります前に、本日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）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、後半で２グループに分かれて議題５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、前回までに審議した

条文の検討を議題２と３で行います。 
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  その後、今回の項目検討のテーマであります「議会」、「町長や職員を含む行政経営」

について、中川会長から資料５を用いながらの解説をしていただきます。後半は、い

つものように２グループに分かれ、議題５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」のカードを出していただきたいと思います。 

  本日の検討項目をまとめると、資料２－２にありますように、「議会（議員）の役

割と責務」、「町長と町職員の役割、責務、倫理（法令順守や公益通報、組織を含む）」、

「行政経営（原則、総合計画、財政、政策法務、評価、監査、危機管理）と連携」、

「広報・広聴、パブリックコメント、説明責任・応答責任」、「第三者機関」の５つの

検討ブロックです。この条文審議の進め方を示したものが資料２－１です。流れはい

つもと同じです。 

  皆さんには事前に、付箋をお配りし、５つの検討項目についてあらかじめ意見を考

えておいてくださるようお願いしておりました。本日、中川会長による学習会の中身

を聞いて、あらためて意見を出していただきます。検討項目がたくさんありますので、

最後までよろしくお願いします。 

 

（会長）今お聞き及びの通り、今日は検討項目が大変多いです。皆さん方からたくさん

の意見をいただきたいのですが、時間の制約があるのでご発言は簡潔に願います。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「参画と協働」と「生涯

学習」の条文素案の修正版（修正はなかったようですが）を議題２として検討し、次

に議題３で「住民投票」と「住民自治」についての条文素案を検討します。 

 後半はグループに分かれて、新しい項目である議会と議会に関わる団体自治や行

政経営についてワークショップ形式で審議します。グループに分かれて一から条文

を検討する作業は、今日で一段落しますので、ここらで今後のスケジュールについて

確認しておきたいと思います。事務局から今後の予定を説明してください。 

 

（事務局）今後の条文検討のスケジュールは、資料２－３の通りです。 

本日の議論を踏まえて条文は素案段階も含めて出揃うことになりますので、次回

６月の第９回審議会では、いよいよ前文の検討に入ります。また全体の組み立てとい

うか章構成についても、議論していただきたいと思っています。７月の第 10 回審議

会は、時間を長めにとりまして、条例素案の全体調整や文言の検討を行っていただく

予定でいます。７月 23 日の朝 10 時から、お昼をはさんで夕方ごろまでかかるかも

しれません。できる範囲でのご参加をお願いしたいと思います。 

また、８月から地区別説明会やパブリックコメントを行いたいと思いますので、審

議会としてどのように取り組むかを、６月と７月の会で検討をお願いします。地区別

説明会の場所や日程については、現在、事務局の方で調整しているところです。２月

に開催したフォーラムと同様、この審議会と吉野町役場との共催というかたちにし

たいと考えています。 

 続いて、前文検討の作業について提案させていただきます。前文については、当初

から最後に考えていただくという予定でした。次回６月 24 日に、キーワードを出し

合ってその場で文章を組み立てるのは難しいかと思いますので、事前に皆さんに前
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文に盛り込みたい文言を考え、事務局に提出していただきたいと考えております。キ

ーワードでも、箇条書きでも、文章にしたものでも結構です。事務局で、それらを踏

まえてたたき台を作成し、次回審議会でお諮りしたいと考えています。 

 その宿題をしていただく上で、資料５の 14 頁以降が参考になります。法律や条例

の前文は、法令の本則の前に置かれ、その法令制定の由来、趣旨、基本原理、制定者

の決意などを述べたものです。ないといけないというのではありませんが、憲法にも

ありますし、基本法には付いているのが普通です。自治基本条例・まちづくり基本条

例でもほとんどのものに付いています。吉野町まちづくり基本条例でも、お付けいた

だくのがいいと考えております。 

 前文は、法規範ではあるが裁判の規範ではないというのが通説ですが、各条文の解

釈指針としての意味を持っています。条文にはなじまないまちづくりの「精神」のよ

うなものも、前文であれば書き込むことができます。 

 まちづくり基本条例（自治基本条例）前文の一般的な構成は、次のようなものであ

ると思われます。1 番目としてまちのアイデンティティを書き込みます。つまり歴史、

文化、自然、環境、産業、各種取り組み等です。２番目として時代の背景を受けて、

まちづくり基本条例の必要性を述べるということです。３番目として条例の理念や

原則を受けて、自治のかたちやまちのあるべき姿を示し、この実現には町民の主体性、

それと参画と協働が重要であることを書き込むことになると思います。４番目とし

てこの条例により、自治およびまちづくりを進めていくという、町民と議会・行政の

決意を表明するものです。見本は資料５の 15 頁以降をご覧ください。 

 そこで、今回の宿題です。今説明いたしました構成の４つのポイントを参考にして、

前文に書き込みたいことを、文章、箇条書き、キーワード等をお書きいただき、ＦＡ

Ｘ、電子メール、郵送、持参等で事務局までお届けください。今日から２週間後の６

月４日（水）を締切とさせていただきます。それをもとに、事務局でたたき台を作成

して、次回の審議会にお諮りします。 

 

（会長） 今後のスケジュールと前文に関する宿題について、事務局より説明があり

ました。 

 次回６月 24 日の第９回審議会では、前文の検討を行います。そのために前もって、

委員の皆さんに前文に盛り込むべき文言や文章の案を考えていただき、６月４日ま

でに事務局に提出する、ということですね。7 月 23 日の第 10 回審議会では、朝 10

時からたっぷり時間を取って、条文全体をていねいに見ていくことを予定しており

ます。 

それからパブリックコメントと地区別説明会の実施についての準備もしていかな

ければならない、ということです。地区別説明会の日程・会場については、現在事務

局で調整してもらっているようですが、私達審議会と吉野町との共催にしたいとの

ことです。まちづくりフォーラムもそうでしたね。それでよろしいでしょうか。 

 

  ～異議無しの声～ 
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  ありがとうございます。ところで、前回確認された有志の自由な意見交換会の件で

すが、この審議会が始まる前に有志で集まっておられたようです。よろしければ、ど

なたかご報告ください。 

 

（委員）審議会委員同士のコミュニケーションをはかるために、本日午後１時から、こ

の会場に約８人（出入りがあるため）が集まりました。これからの吉野町はどうなる

のだろう、どうしていきたいのか、というテーマで話を始めました。それなりによい

話ができたと思っていますし、この審議会の議題にも関係する話題も出ました。この

ように話し合いをすることはとてもよかったと感じております。今後どうしていく

のかについては議論しておりません。 

 

（会長） 参加された他の委員の方で、何かご感想はありませんか。 

 

  ～発言なし～ 

 

 大変よかったということですので、次回の予定があれば皆さんにお知らせください。 

 

（委員）次回審議会は午後１時半から始まりますので、どうするかはまだ決まっていま

せん。 

 

（会長）これは有志の会ですので、参加はそれぞれのお考えにお任せしたいと思います。 

ここまでのところは、よろしいでしょうか。 

  それでは、議事に入ります。議題１の「第 7 回議事録の確認」です。事務局より資

料の説明をお願いします。 

 

（事務局）本会議前に各委員に第 7 回審議会の会議録の案をお送りし、内容をご確認い

ただきました。本日お手元にお配りしております会議録（資料１）は、修正意見を反

映し、委員の個別名を伏せたものです。付箋に書き出されたものは別紙１としており

ます。なお、別紙１は事前に送付したものと変わっておりません。 

 

（会長）追加の修正はありますか。問題がないようでしたら、この内容をもって公開の

対象としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

  ～異議なしの声あり～ 

 

  ありがとうございました。 

  では、今回の議事録署名人を指名します。梅本佳代委員、岡田ゆみ子委員にお願い

したいと思いますが、よろしいですか。 

  それでは、議題２の「条文素案修正版の検討～「参画と協働」、「生涯学習」～」に

入ります。事務局から説明をお願いします。 
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（事務局）前回は全体会で、「参画と協働」と「生涯学習」の条文素案について意見を

出していただきました。それを受けた条文素案の修正版を本日資料３として配布し

ております。薄緑色の紙です。 

  いろいろな意見が出されましたが、条文の修正箇所はありませんでした。 

  吉野町内の NPO 法人数に関するお尋ねがありましたが、吉野町内に主たる事務所を

置く NPO 法人数は３団体です。吉野スポーツクラブ、Yoshino Heart、自然流自立塾

ＮＯＬＡです。 

 

（会長）原案そのままということですね。これについてはよろしいですか？ 

 

  ～異議なしの声あり～ 

 

  ありがとうございました。では続いて議題３の「住民投票」と「住民自治」につい

ての条文素案の検討に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）前回のグループ会議で「住民投票」と「住民自治」について意見出しをお願

いしました。出た意見は議事録の別紙１にまとめております。この検討を基に条文素

案にしたものが資料４です。水色の紙に印刷しております。 

 

（会長）資料４の条文素案について審議に入ります。まず、「住民投票」についてです

が、素案では非常設型にしています。地方自治法の住民による条例改廃の直接請求権

に依拠したかたちです。前回の皆さん方の意見も大体、それでよいという声だったと

思いますが、何かご意見はありますか。 

  

（委員）条文案は委員の提案を受けて個別設置型となっていますが、これは町民からよ

い提案があっても、議会で否決されると実施されないのですね。実際には住民投票に

かける案件は想定できないのですが、議会を通さないと実施できないというのは少

し気になります。 

 

（会長）地方自治法の条例改廃請求権を適用しない住民投票は、一つは合併特例法によ

るものがあります。発議要件は有権者数の六分の一以上で、それをクリアしておれば

強制的に住民投票に持ち込めます。市町村の合併という重要事項なので、住民投票に

持ち込まれた例はあり、このイメージが浸透しているようです。 

  自治基本条例やまちづくり基本条例で、常設型にして強制的に執行できるような住

民投票規定を設けている自治体は結構あるのですが、実際に住民投票に持ち込まれ

た事例はあまり聞いていません。合併特例法による住民投票以前にあった事例では、

例えば自治体内に原子力発電所をつくることの是非や（新潟県旧巻町）、吉野川の可

動堰設置の是非（徳島県徳島市）、西田橋の移設問題（鹿児島市）、産業廃棄物処理施

設立地の是非（岐阜県旧御嵩町）などがあります。まちを二分するような案件の場合
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に使われることが多いようです。 

  地方自治法上の有権者の五十分の一以上の要件で住民投票条例を請求したものの、

議会で否決されたという例は多いですが、議会も民意であることも考える必要があ

ります。（住民投票実施までの）フィルターは２つ存在しますが、それはそれで尊重

すべきというのが、地方自治法上の制度に準拠するときの考え方です。 

  このとき、住民の発議要件をどうするかが問題となります。生駒市ではこの議論に

約２年半かけましたが、それぐらい時間をかけて議論しないと、何分の一の署名を集

めればよいということも決められません。将来的に常設型にしたいという話が出れ

ば、その際に議論してまちづくり基本条例を改正すればよいので、現時点ではこれで

よいのではないかと思います。 

 

（委員）これから吉野町でも住民投票をすることがあるかもしれませんので、住民投票

の条文は入れておかないといけないのではないでしょうか。 

 

（会長）先ほどのご質問は、住民投票の条文を入れる・入れないではなく、常設型にす

る必要があるか、ということでした。住民投票は地方自治法でできますし、常設型に

するのは将来条例改正をすればできるということです。 

  次に、「住民自治の定義・あり方・原則」についてです。住民自治の定義として、

「共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民が地域のさまざまな課題の

解決に取り組み、より良いまち（地域社会）をつくろうとする自主的かつ主体的な活

動をいいます。」としています。住民自治活動の範囲は地縁団体だけでなく、ボラン

ティア、NPO、事業者まで幅広くとらえています。町民の参加促進と町の支援を謳っ

ています。何かご意見はありますか。 

 

（委員）条文第２項に「住民自治活動の主体は、自治会等の基礎的コミュニティをはじ

め、ボランティア・NPO 等…」とあり、「等」の中身がよく分かりません。地域には

このほかに消防団、観光協会、老人クラブなど、連綿と活動を続けてきた団体もあり

ますが、これらの扱いはどうなるのでしょうか。 

 

（会長）それらは「自治会等」に含まると考えます。今ご指摘のあった団体は、地縁に

立脚した機能的団体ですから、自治会等に含まれるのは当然です。 

 

（委員）基礎的コミュニティという言葉は、生活実感としてなじみが薄いので、消防団

の扱いが話題になったのでしょうね。この言葉を分かりやすい言葉に置き換えるほ

うがいいのではないでしょうか。 

 

（会長）この言葉は、最近の先行事例から学んだものです。PTA は地縁を基盤としてい

ますが、学校教育だけを対象とする団体です。一方、区・町内会・自治会は地域全体

を対象とする団体です。こういう団体を基礎的コミュニティと呼ぶと括りやすいと

いうことがあります。たしかに難しい言葉かもしれませんが。鍵は「コミュニティ」
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という言葉を使っているところにあります。PTA はコミュニティではなく、アソシエ

ーションです。コミュニティという言葉を使うのは、地域共同体という意識をにじみ

ださせようという意図があるとも考えられます。向こう三軒両隣というイメージで

す。このあたりは逐条解説書できちんと説明した方がいいですね。 

 

（委員）ここに書かれている団体や個人以外は関係ない、と捉えられないでしょうか。

体育協会なども地域に根ざした活動をしていますので、カン違いをなくす工夫があ

ってもいいのではありませんか。 

 

（会長）よいご指摘をいただきました。そのあたり誤解が生じないように、逐条解説書

には地域で活動している団体を網羅しましょう。これでよろしいでしょうか。 

 

  ～同意の声あり～ 

 

  次に、「住民自治組織」です。これは、区や町内会よりは広い範囲である小学校区

程度のエリアにおいて、地縁団体やさまざまな団体、住民が連携する公共的団体とし

て位置づけております。まだ具体の組織はできていませんが、将来設立できるように、

条例で位置づけて道を開いておこうということです。組織や活動内容については、前

回、資料や私の話で説明しました。人口減少や少子高齢化の中で地域の持続可能性を

高めるため、地域の総合力を発揮できるような仕組みを作るということです。地域の

誰もが集まって地域を支えていこうという主旨です。上から一斉につくるというも

のではなく、地域住民の意向により「設置することができる」としています。機が熟

していない場合は、話し合いを続けてくださればいいのです。機を熟させるために役

所も応援に入ってもらう、ということも書かれています。 何かご意見はありません

か。 

 

（委員）「概ね小学校区を単位とする地域」とありますが、現在小学校は２校しかあり

ませんので、例えば旧村の範囲などにしないと実態に合わないと思います。 

 

（委員） 区長連合会は、だいたい旧村の範囲でまとまっています。 

 

（会長）吉野町においては、小学校区と言わずに「別に定める一定の範囲を単位として」

や「別に定める概ね一定の地域を単位として」などの書きぶりにする方がいいですね。

ただ「旧村」という言い方が条例になじむのかどうか…。 

 

（事務局）ここで書かれている小学校区は、「旧小学校区」というイメージですが、「旧」

といってもどの時点の枠組みをいうのかはっきりしないので、別の言い方にする方

がいいのかもしれません。 

 

（委員）行政では、地区はどのように区分していますか。たとえば旧龍門小学校区内に
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千股は含まれていなかったが、区長連合会の地区割では昔から龍門に千股が含まれ

ていますね。 

 

（事務局）お話しのとおり校区だけでは実際に必ずしも括りきれず、同じように、区長

連合会の地区割で吉野地区には、吉野山、丹治、橋屋、左曽、六田、飯貝という区分

となっています。ここで（住民自治組織を）想定した実際のコミュニティの枠組みか

らいうと、旧吉野山小学校区の吉野山と旧吉野小学校区と、地区を分けて捉える方が、

イメージするものに近い区分ではないかと思います。 

 

（委員）区長会としても区割りを考え直すこともありうるので、「一定の地域…」とい

うような漠然とした書き方の方が望ましいでしょう。 

 

（会長）条例上では、（別に定める）一定の範囲…」などの言い方にしましょう。小学

校区という主旨は、これより大きな範囲とすると顔が見える関係ができにくくなる

ので、この規模を超えないようにしたい、ということです。運用上の要領や解説書で

説明するようにしたいと思います。 

 

（会長）では次に、「基礎的コミュニティ（区・町内会・自治会）」です。基礎的コミュ

ニティという言葉は耳慣れないかもしれませんが、皆さんおなじみの区・町内会・自

治会の、近隣の住民自治のことです。先ほどの「地域自治組織」ができたからといっ

て要らなくなるわけではなく、むしろ基礎的コミュニティが中核となってはじめて

地域自治組織が機能すると理解すべきと思います。 

  基礎的コミュニティは、住民による任意の団体ですので、行政は口出しできません

が、その重要性については行政も町民もしっかりと認識しておられるし、今後もまち

づくりに果たす役割を期待して、あらためてまちづくり基本条例に位置づけておこ

うということです。任意の団体ですが、まちづくり基本条例上できちんと位置づけて

おくのがいいと思います。何かご意見はありませんか。 

 

（委員）地方自治法による認可地縁団体が増えています。公営住宅の自治会ではできて

いないようですが。 

 

（会長）「基礎的コミュニティ」は認可地縁組織をイメージしているわけではありませ

ん。普通の自治会・町内会とご認識ください。ここでは基礎的コミュニティの権限や

義務に触れていません。その位置づけをみんなで認め合おう、大事にしようというこ

とです。ですから、この条文に依拠して自治会加入を強制するということにはつなが

りません。 

  では、これまでの意見を参考に、条文に少し手を入れ、次回６月の審議会に条文素

案修正版として提出してもらいます。その際にまたご意見を伺います。 

   

続きまして議題４の学習会に入ります。 私の方から簡単に、本日のグループ討議



9 
 

でご審議いただく「行政経営」について解説します。時間が限られていますので、条

文検討の際のポイントだけに絞ります。クリーム色の資料５をご参照ください。 

  資料５は、大規模自治体向けにフル装備の条文を列記した参考資料です。「吉野町

ではこれは不要だろう」というものや、バラバラに条文を置くよりまとめたほうが分

かりやすいものもあるかと思います。必ずしも、この通りに条文が必要だということ

ではありません。 

  今日、グループ会議で議論を進めていただきたいのは、議会、町長、町職員、行政

経営、連携、条例の運用（第三者機関）などですが、一言で言うと「団体自治」です。 

  まず「議会」についてです。最近各地の自治体では、自治基本条例と並行して「議

会基本条例」を制定される傾向があり、私も議会に関する詳細は議会基本条例に委ね

た方がいいと思っています。しかし、まちづくり基本条例は中学生にも理解できるま

ちづくりや行政経営の手引きでもありますから、議会についても大枠は書いておく

必要があります。大枠ですから、議会の役割と責務、議会運営の基本原則、議員の責

務、といったところでしょうか。 

  これについては、せっかく議会からお二人の委員が出ておられるので、議会基本条

例制定の動きや、まちづくり基本条例との棲み分けなど、ご意見を伺いたいと思いま

す。 

 

（委員）かつて私は議会基本条例についての論点をメモにして議員に配ったことがあり

ますが、あまり関心を惹きませんでした。今度、東京で吉野町の物産展が開かれるの

で、その応援方々、議会基本条例の先進地を視察してはどうかとも考えたのですが、

それも実現しませんでした。 

  議会では、定数や公開の課題が議論になっています。現行では本会議のみ録画して

ケーブルテレビで放映する、というかたちですが、今後は委員会も含めてリアルタイ

ムで放映する方向です。 

  個人的には、今まちづくり基本条例の策定が進んでいるので、議会基本条例も併

せて検討してはどうか、という働きかけをしていきたいと思っています。 

 

（委員）議会では、まちづくり基本条例とはどういうものだろうか、という認識の段階

です。ですから、議会について皆さんのご意見やご提案を入れていただいた方が、議

会としても分かりやすく、考えやすいということです。それを我々が議会として議論

をして、文章を書いていくという作業につながると思います。ここで議会について議

論していただくことはありがたいことと考えています。 

 

（会長）議会は行政とは別の公共団体ですので、あれこれ指図することは僭越だと感じ

ておりますが、まちづくり基本条例で掲げるのは、地方自治法に書かれていることを

議会の役割を分かりやすく述べる、ということが基本でしょう。ただ、それに加えて、

どこまで踏み込んで記述するかは、委員の皆さんのご意向を盛り込んで、議会に問題

提起をするという格好になるかと思います。 
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（委員）それでいいと思います。我々議員は皆さんの代表として議会に出ておりますの

で、皆さんのご意見に耳を傾けていくのが責務です。十分にご意見をいただきたいと

思います。 

 

（委員）しっかりと「（議会や議員は）○○せねばならない」と書き込んで下さって結

構です。 

 

（会長）議会も、委員会の公開を含め情報公開に取り組んでおられますので、このあた

りは盛り込みやすいところですね。後ほどグループ会議で意見出しをお願いします。 

  それでは、資料５に基づき、行政経営について簡単におさらいをしたいと思います。

町長の責務から行政経営までは、団体自治の原則と手法を書いています。町役場の仕

事はたくさんあります。これ（町職員による推進会議が行ったワークショップ結果の

張り出し）は、それらを部門別に切ったものではなく、全体をどう進めるかについて

大きく括ったものです。人、情報、お金をどう扱うか、という行動原理を整理したも

のとも言えるでしょう。条例にわざわざ書かなくても、地方自治法に書かれてあるこ

ともあります。例えば「職員は全体の奉仕者である」などは憲法にもあります。町長

の仕事、議会の仕事も地方自治法に書かれています。しかし、それ以上の期待、例え

ば「公正且つ誠実に業務の執行にあたる」などは法に書かれていません。こういうの

は倫理規定ですね。知らない方も多いのですが、町の対外的な代表者は議会議長では

なく町長なのです。大変重い職務なので、議会も含めて政治倫理規定を書き込んだり、

別途倫理条例を定めたりしている自治体もあります。 

  町職員についても、地方公務員法の規定以上のこと、例えば「住民の一人としてま

ちづくりに参加する」などがあがっていますね。法にはなくても、吉野町の職員がそ

うあってほしいという期待を書き込むことは問題ありません。ただし、まちづくり活

動に参加しないといって罰則は与えられませんが。 

  法令遵守は法にありますが、法令違反だったら公益通報しなさいと言うことは書か

れていません。役場でも企業でも同じですが、団体内のコンプライアンスを高めるた

めに、こういう規定を盛り込むことができます。 

  町政運営の原則ですが、町民の視点に立つ、人権尊重、参画と協働、開かれた行政

に務めるなどは法に書いていませんので、吉野町独自の町政運営原則になります。 

  総合計画も、数年前に地方自治法が改正されて、基本構想の策定義務が無くなりま

した。しかし、計画行政を進めていくために、総合計画（基本構想、基本計画）をま

ちづくり基本条例で位置づけていくことは重要だと思います。最近では総合計画に

目標数値をあげて、達成状況をチェックし評価するという進行管理（PDSA）を行うの

が一般化しつつありますが、その辺りも含めてどこまで盛り込むかを議論してくだ

さい。 

  財政の原則についても法に書かれていますが、より突っ込んだことも書き込むこと

ができます。 

  行政手続については、行政手続法が施行されていますので、多くの自治体は行政手

続条例を持っています。ですから、ここでは行政手続の仕組みがきちんとあることを
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示すぐらいで良いかと思います。 

政策法務は重要で、自治立法としての条例の重要性を示すものです。地方分権によ

る自治事務が増えると、それに対応した条例が必要ですし、法律に規定しないことを

定める（いわゆる上乗せ、横出し）こともできます。自治体法務の力をつけようとい

うことを書き込んではどうか、と思います。 

  監査については法定監査があり、中核市以上では外部監査が義務づけられています。

吉野は町ですからその義務づけはありませんが、法定外の任意監査をどうするのか

が考えどころです。住民参加の外部評価とする方法もあります。 

  危機管理については、災害対策基本法や国民保護法などで、自治体に防災や避難に

関する計画の策定や対応が義務づけられていますが、災害対策を条例化していると

ころや災害対策を体系化している自治体は少ないです。 

  連携については自治基本条例・まちづくり基本条例の多くに書き込まれていますが、

国や県を含む広域連携に関する条文が多いです。民間や NPO との連携も課題として

あげられていますが、町民との連携となると、参画と協働の領域ではないかと思われ

ます。 

  広報・広聴機能の強化と説明責任とは実はつながっています。パブリックコメント

と応答責任もつながっています。広報・広聴はどの自治体でもやっていますが、法に

よるものではないですね。地方自治法は、行政組織と行動の骨格を定めていますが、

広報のような部分を細やかには扱っていません。それを埋めていくのが、まちづくり

基本条例なのです。 

パブリックコメントは国もやっていますし、多くの自治体でも実施していますが、

条例に基づいてやっているところは本当にわずかです。吉野町では現在は要綱に基づ

いてやっていますが、今後制度化していくことを考えるならば、まちづくり基本条例

でパブリックコメントを実施すると言い切ってしまった方がいい。そうすれば、条例

に基づいたパブリックコメントとなります。 

  説明責任・応答責任というのは法律用語ではありませんが、自治を進める上で、ま

ちづくり基本条例に両者を書き込む事例が増えてきました。住民から見たとき、行政

は説明責任を果たしているか、応答責任を果たしているかを問うことができるので、

その意味で分かりやすい、使いやすいわけです。 

  まちづくり基本条例には、地方自治法に載っていることも盛り込まれているし、地

方自治法には書いていないけれどその町にとって必要な事が盛り込まれています。

吉野町独自で、この制度を導入したらいいと思われるものも書き込むことができま

す。それらを、人材、情報、お金、組織、そしてそれら全体を運用していくルール、

加えて評価システム、監査システムというような項目をあげることで、行政運営の基

本を明文化する意味があるのです。 

  今、簡単に申し上げたことを念頭に、この後のグループ討議で「あれを入れよう」

「これをこうしよう」といったご意見を出していただきたいと思います。 

  それからこれは行政経営でなく「総則」の部分ですが、基本条例ができた後の運用

や評価に関する条文も入れておいた方がいいでしょう。基本条例が定着したのか、こ

こで掲げた基本理念や原則に基づき他の条例規則を点検したのかなど運用の問題は
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重要ですし、いったん作って終わりではなく時代に応じた見直しも必要になってく

るでしょう。フォローアップの体制をつくっておいた方が良いのですが、行政だけで

なく町民や学識経験者ら第三者も入れた推進機関などを設ける場合は、その旨を条

文に規定しておいたほうがいいと思われます。それも議論して下さい。 

  何かご質問はありますか。 

 

（委員）自治基本条例・まちづくり基本条例の傾向として、例えば５年前にできたもの

と最近出来たものとの、時間差による違いというものはあるのでしょうか。 

 

（会長）新しく出来たからと言って、踏み込みが深いとは必ずしも言えません。ただ、

新しくつくったところは参画と協働にかなり力が入っています。少し前につくられ

たものは情報公開に力が入っています。どちらも大事ですね。 

 

（委員）この条例は、見直しも出来るのですね。見直しの年数を限ることも出来るので

すか。 

 

（委員）見直しは誰が提起するのですか。 

 

（会長）ほとんどの条例に見直し規定が置かれていて、５年を期限とするところが多い

ようです。見直しの提起は首長や議会もできますし、住民からでも出来ます。提起さ

れれば、先ほど申し上げたような第三者機関が審議することになります。滋賀県米原

市の自治基本条例では、「米原市自治基本条例推進委員会」が位置づけられていて、

そこが見直し等も扱う事になっています。こういった機関を条例に書き込んでいる

ところでは、常設機関としている所が多いです。 

  行政経営に関する事案は、法律を受けたものなど定型的なものがあります。また、

行政として当然行うべき事でも、行政運営の一覧として明示しておく、という意味も

あります。今回、審議する項目については、次回に条例素案として出されたものを審

議し７月の全体調整にかける、という流れにしたいと思います。つまり、条文素案の

修正版を作成するプロセスを省くということです。全体調整の時期が迫っています

ので、ご理解いただきたいと思います。 

  本日の検討項目は膨大で、しかも町民だけで議論するのに向いていないものも幾つ

かあります。独自色を出す余地がなく、定型的な規定を置くしかないものや、ほかの

法令等に委ねるものもあります。 

  そこで 14 日に、町の課長級の職員さんで構成する「条例策定推進会議」が開かれ、

行政経営にかかわる部分について、皆さんと同じようにワークショップで項目出し

をされたそうです。その記録はここに貼り出されています。グループワークの会場に

も同じものが張り出されています。詳しい説明はグループ会議の時にあると思いま

すが、推進会議の簡単な報告だけお願いします。 

 

（事務局）役場内の策定体制について以前、ご説明しましたが、審議会に提案する素材
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を検討する「条例策定部会」があり、その上に 15 名の課長クラスで構成する「条例

策定推進会議｣があります。任務としては、審議会との連携と支援を含めて、まちづ

くり基本条例の策定を進めていくことにあります。また、今後この条例が策定された

折には、その他の条例・規則等の改正の担当でもあり、行政経営を進めていく上でま

ちづくり基本条例を基本とすることを認識することも重要な役割です。今回取り上

げます団体自治に関する項目は、日頃、推進会議メンバーが法令に基づき推進してい

るところからなじみ深いところがありますので、14 日に会議を開き意見出しを行い

ました。この後のグループ会議では、推進会議の検討結果を参考にしていただきなが

ら、追加意見を出していただければ幸いです。 

 

（会長）では、議題５のグループ会議に入ります。「議会」や「行政経営」「広報・広聴」

など５つの検討ブロックごとにワークショップで意見を出してください。グループ

会議の会場は、前回と同じです。17 時 22 分から再開します。 

 

 

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。  

 

【グループ会議】 

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）  

   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の要旨を確認した  

 

（個別条項の検討）  

本日の検討項目を ①「議会（議員）の役割と責務」、②「町長と町職員の役割、責

務、倫理（含法令順守や公益通報、組織）」、③「行政経営（原則、総合計画、財政、政

策法務、行政手続き、評価、監査、危機管理）と連携」、④「広報・広聴、パブリック

コメント、説明責任・応答責任」、⑤「第三者機関」にまとめて検討した。ワークショ

ップの進め方はこれまで通りであったが、意見出しの前に、事務局から、推進会議での

検討結果についての説明があった。出された意見は別紙１に整理した。  

なお⑤「第三者機関」については両グループとも審議時間が足りなかったため、各委

員の宿題とし、前文に対する提案と同じく６月４日までに事務局に意見をあげてもらう

こととした。これら両グループで出た意見を基に、事務局で条文素案を作成し、次回の

審議会に提出することを確認した。  
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閉 会  

以上で、第 8 回（5 月 21 日）の検討を終了し、グループリーダーの閉会の挨拶及び

次回の審議会の日程確認（第 9 回 6 月 24 日 13:30～）行われ、散会した。  

 

以上 

 

 


