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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第９回会議 議事録 

  

 

日 時：2014 年（平成 26 年）6 月 24 日（火）13 時 30 分～16 時 10 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 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 8 回議事録（案）／別紙１

「議会」、「町長等」、「行政経営」「その他」の検討項目への意見整理／別紙参考推進

会議資料／資料２－１本日の進め方について／資料２－２今後のスケジュール／資

料３「住民投票」、「住民自治」条文素案修正版／資料４「議会」、「町長等」、「行政経

営」、「その他」条文素案／資料５条例の全体構成（章立て）案（全体構成 3 パターン）

／資料６「前文」叩き台（4 案）／資料７委員前文案（当日配布あり）／資料８全条

文素案（暫定版）／資料９他市町条例比較／資料 10 パブリックコメント、地区別説

明会の実施について 

 

 

開 会 

（会長） お暑い中、ご苦労様です。第９回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開

会します。まず事務局より、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） ～配布資料の確認（事前送付資料及び当日配布資料）～ 

  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。欠席は、中

井委員、竹谷委員、竹内委員です。 

 

（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。今日は、全体会のみで行います。議題１で資料１の前回議事録の確認をし

た後、議題２、３で資料３、資料４を用い前回までに審議した条文の検討を行いま

す。このあと議題４として、資料５を用いて条例の構成について検討をお願いしま

す。 

  後半は、議題５として、条文検討の 後に残しておりました「前文」の審議を行い

ます。たたき台として資料６を事前に送付しております。委員の皆様方から提出いた

だいた前文案は資料７です。 

  後に、議題６として、パブリックコメント、地区別説明会について資料 10 によ

り審議していただきます。 
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（会長）本日の議事は、グループ会議ではなく、全体会議で行います。 

前半で、議題２で前回の審議でまとまってきた「住民投票」、「住民自治」の条文素

案の修正版を検討し、次に議題３で「議会」、「町長等」、「行政経営」「その他」など、

主に団体自治に関する条文素案についての意見交換を行います。なお、この団体自治

に関する条文は、条文素案修正版を作らずに、今日の審議で終了します。ただし、7

月の全体調整の際には修正が可能です。 

  続いて条例全体の構成つまり目次を検討します。いくつかの案を用意していただい

ておりますので、吉野町ではどうするかを決めたいと思います。 

  後半は、いよいよ「前文」の審議に入ります。皆さん方から提出いただいた案をも

とに、事務局で複数パターンの案を作成していただきました。事前に送付されており

ますので、お読みいただいていると思います。その後 2 人の案が届いておりますの

で、それもお読みいただき、前文を固めていきたいと思います。 

  後の案件は、夏に実施される、パブリックコメントと地区別説明会についてです。

特に地区別説明会では、委員の皆さんにもご苦労をおかけします。2 月のまちづくり

フォーラムでも受付、司会、報告等を分担いただきましたが、今回もそれ以上にご協

力をお願いしないといけません。後程、よろしくお願いします。 

今後のスケジュールについても確認しておきたいと思いますので、事務局から説明

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２－２の通りです。本日の議論で、

全条文が出そろい、構成も確定しますので、次回 7 月の第 10 回審議会では、条例全

体についての審議をお願いすることとなります。この回で、パブリックコメントと地

区別説明会に出す条例素案を固める必要があります。第 10 回審議会は、時間を長め

にとっております。7 月 23 日の朝 10 時から、お昼をはさんで午後にも審議をお願い

することとなっております。また、8 月から地区別説明会やパブリックコメントを行

いますので、今日の議題６で審議をお願いします。 

 

（会長）ありがとうございました。前回は有志の意見交換について報告がありましたが、

今回はないようですね。今後も、自由に意見交換していただければと思っています。

次回の予定が決まっていましたらお知らせください。有志の会ですから、ご自由にし

ていただければと思います。 

 ここまでのところ、よろしいですか？ 

それでは、議事に入ります。議題１の「第 8 回議事録の確認」を議題とします。事

務局より説明をお願いします。 

 

（事務局）本会議前に各委員に第 8 回審議会の会議録の案をお送りし、内容をご確認い

ただきましたが、修正意見はありませんでした。本日お手元にお配りしております資

料１会議録は、委員の個別名を伏せたもので、付箋に書き出されたもの（別紙１）と

あわせて議事録案としております。 
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（会長）これをもって会議録とすることと致しますが、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致します。濱田委員、

古澤委員にお願いします。 

 それでは、議題２の「住民投票」、「住民自治」の条文素案修正版の検討に入ります。

事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）前回は全体会で、「住民投票」、「住民自治」の条文素案について意見お出し

いただきました。それを受け条文素案修正版を本日資料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て、住民投票以外の条文で一部修正箇

所があります。条文に下線で示しています。 

  

（会長）条文の下線部分が修正されたところです。2 頁「住民自治」の条文の第 2 項、

3 頁「住民自治組織」の本条文、5 頁「基礎的コミュニティ」の本条文です。これに

ついてはよろしいでしょうか。 初に自治会等を基礎的コミュニティと定義し、後で

それを受けていると言うことと、住民自治組織の領域を前回の意見を受けて「別に定

める」としたということです。特にご意見がないようですのでこれを条文案として仮

置きします。 

では続いて議題３の条文素案の検討について。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「議会」、「町長等」、「行政経営」、「連携」、「運用」等

について意見出しを行いました。出された意見は議事録の別紙１にまとめておりま

す。これを基に条文素案にしたものが資料４です。水色の紙です。なお、町政経営の

「町政運営の原則」については、内容がほとんど他の条文と重複しているところから、

省略しております。また、「公文書管理」と「行政改革」については、意見がなかっ

たことや、「公文書管理」は町の規則で定められていること、「行政改革」は町長の政

治方針として進められるものであることから省いております。 

 

（会長）資料４の条文素案について審議に入ります。この条文素案は、本日出された意

見を踏まえ、会長と事務局で修正し、全体調整にかけたいと思います。ですから、先

ほども申し上げましたように、これまでのように条文素案修正版は作成致しません。

行政経営に関する事案は、法律を受けたものや定型的なもの、行政として当然行うべ

き事を行政運営の一覧として明示するものもあるので、今日の審議で十分であると

思われるということです。よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 

  まず、1 ページ目の「議会」と 2 ページ目の「議員｣について審議します。この部分

は、既に議会でやっておられることも含めて、現在の地方議会でのほぼ標準的な内容
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ではないかと思います。なにかご意見がありますか。 

 

（委員）6 月に定例議会がありましたが、その時はこの文章はできあがっていませんで

したので、この条文案は議員の皆さんはまだ見ておりません。今月末に全員協議会が

ありますので、そこで見ていただこうと思っております。さほど問題はないように思

います。 

 

（委員）議会では、総務委員会で担当しておりまして、今日は委員の議員も傍聴でお見

えです。議員の皆さんも内容を検討していこうという雰囲気にはなっていると感じ

ています。 

 

（会長）議会と議員に関する条文は、もし議会で条文をつくられたならもっと詳しいも

のになるのではないかと思います。現在作成中のまちづくり基本条例は議員立法で

はなく町長の提案という形をとっていますので、法の範囲内で、全国的な標準の内容

にしているということです。 

  では次に、2 頁から 3 頁の「町長」、3 頁から 4 頁の「町の職員」、そしてそれに関

連する「行政組織」（5 頁）、「法令遵守、公益通報」（6 頁～7 頁）です。町長の権能

は地方自治法にしっかり書き込まれていますので、ここではそれ以外にも、町長にこ

うあってほしいというようなことを盛り込んでいます。町の職員については、地方公

務員法がありますが、それだけでなく、吉野町では職員はこうあってほしいね、とい

うことも上乗せして書き込まれています。例えば第 4 項の「職員は、町民の一員とし

ての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづく

り等に参加するよう努めるものとします。」という所です。 

  ここのところに関してご意見はありませんか？ 

 

（委員）6 月議会でも町職員の地域担当制について質問が出まして、以前、地域担当制

の方向は出されましたがその後具体化していないという答弁でした。いまあげられ

た条項に職員の地域担当制度について書き込むことは出来ないでしょうか。 

 

（会長）職員の地域担当制度は、この第 4 項の規定に基づくものではなく、行政職員と

しての職務として行うことなので、むしろ本条文と第 2 項、第 3 項に関わることで

はないかと思います。第 4 項では、職員も一人の町民として、住民として、仲間とし

てまちづくり活動に参加してほしいという期待が書かれています。まちづくり基本

条例に地域担当制度について書き込むと運用に融通がきかなくなる恐れがあるので

はないでしょうか。おっしゃった主旨は運用で活かしていって欲しいと思います。た

だ、第 4 項は地域担当職員が持ってほしい心構えにも通じています。 

  次に総合計画、行政組織、財政運営についていかがでしょうか。このうち、総合計

画については、地方自治法が改正され策定の義務づけがなくなり、議会議決も必要な

くなりましたが、吉野町まちづくり基本条例では、議会の議決を必要としています。 
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（委員）総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成されているという事ですが、

ここでは議会での議決が必要なのは基本構想だけであり、基本計画は議決が必要な

いことになりますが、なぜでしょうか。基本計画は、施策の大枠を定めるものではな

いでしょうか。 

 

（事務局）この件につきましては、庁内の策定部会でも議論がありました。地方自治法

の改正で基本構想の議決がなくなったわけですが、基本構想というのは町の 上位

の計画ですから、やはり議会の承認をいただく必要があると思われ、このような条文

案となりました。基本計画は、総合計画の期間を前期・後期と分けて基本構想に基づ

き策定するものです。基本計画を実施するときには、重点プロジェクトやその他の事

業として予算化し議会での審議を仰ぐことになっています。さらに、事務事業評価を

行った結果も議会へ報告致します。という流れで施策を進めていきますので、基本計

画自体の議決はなくてもいいと思われます。 

 

（会長）基本計画は行政がつくる計画で、基本構想は議会も含めて吉野町の長期的なま

ちづくりの方向性を示すものです。また、基本計画は、今の時代精密に組み立てられ、

数値目標を定めたりして実施されるものです。これを議決事項にすると、その実施に

ついて議会も共同責任を負うことになるというのが 近の考え方です。そこまで求

めるのは適切ではないということでしょう。 

あと、「財政運営」、「政策法務」、「法令遵守、公益通報」、「説明責任、応答責任」、

「広報・広聴、パブリックコメント」、「行政手続、公文書等管理」、「行政評価、行政

改革」、「外部監査」、「危機管理」など 11 頁までご意見をお願いします。 

  このうち、既に法律や条例・規則があるものもあります。一方「総合計画」など、

地方自治法からはずされたので根拠が曖昧になったので今回きちんと位置づけよう

というものもあります。ここは、前回委員の皆さんの宿題を含めた意見と、行政の策

定推進会議から出された意見を総合的に盛り込んでいます。法律にないものは例え

ば「政策法務」です。「法令遵守」は地方公務員法にありますね。「説明責任、応答責

任」は法律事項ではなく、行政マネジメント・経営倫理に係わる事柄です。「広報・

広聴」は法律にはありませんが、「パブリックコメント」は国では行政手続法に意見

公募手続き（第 38 条）がありますが、自治体でパブリックコメント条例を持ってい

るところは少なく、ほぼ要綱でやっています。「行政手続」、「公文書等管理」につい

ては国の法律があり、前者は吉野町でも行政手続条例が策定されています。後者につ

いては自治体で明確なルールを設けているところもあります。「行政評価、行政改革」

についても法律事項ではありませんが、条例で明確に実施するようにしていこうと

言うことです。「外部監査」は中核市、政令市には義務づけられており、その他の自

治体には義務はないですが、吉野町では必要に応じてできると規定しています。「危

機管理」は法律事項ではありませんが吉野町として取り組むという決意を表してい

ます。地方自治法は 近の災害等には対応仕切れていませんので、自治立法で対処を

位置づけておく、ということです。危機管理では、地震、水害等の自然災害とともに、

今後は、内部危機も大きな問題になって来ます。例えば情報漏洩、モラルの崩壊等さ
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まざまな不祥事への対応や災害で庁舎が破壊され行政資源が喪失すると言うような

こともあります。いずれは危機管理条例あるいは危機管理規則等をつくる必要も出

てくるでしょう。 

吉野町は、条例が整備されているものもありますが、まちづくり基本条例の中に組

み込み体系化していこうということです。また、現在要綱等で動かしているものは、

まちづくり基本条例に書かれることにより裏付けができるという事になります。 

   

（委員）議会基本条例でも、議会報告会を行うとされているところが多くありますが、

今回は標準的な構成と言うことでそこまでは言及していません。吉野町では、区長連

合会主催で年に一回 6 地区で町政懇談会を行っており、議会は自由参加で、オブザ

ーバーとして参加している議員もおられます。自治会の役員さんの参加が主ですが、

地区の課題を出しあい、町長以下主要職員が参加し、意見交換しております。区長連

合会主催なので町の広報・広聴事項ではありませんが、非常にいい形で行われている

と思っておりますので、まちづくり基本条例の中にそういったことを盛り込めない

でしょうか。 

 

（事務局）町政懇談会では、吉野町区長連合会が主催し、そこに役場の職員が参加し、

地域で困っていることを伺ったり、町の取り組みについて説明したり、意見交換をし

たりしております。そのことをまちづくり基本条例に盛り込むかどうかですが、この

条例が出来ますと、今後は協働のまちづくりを進めていくことがますます重要にな

って来ると思われます。そういうことを考えますと、町政懇談会は広報・広聴の手法

でありますので、条文にではなく逐条解説書にさまざまな方法とともに書き込まれ

るものと考えています。 

 

（会長）では次に、11 頁以降の「国県市町村間連携」、「広域連携・相互支援」、「国際交

流・多文化共生」、そしてこのまちづくり基本条例の「運用」についてです。連携と

いっても、国・県・市町村の縦の連携と、他の自治体等との横の連携があります。条

例の運用というのは、この条例を周知し、町民に理解していただくこと、役場の諸条

例・要綱・規則等を本条例に整合させて行くことです。 

  まちづくり基本条例を普及し活用していくために第三者機関を設けることもあり

ます。例えば米原市自治基本条例では「米原市自治基本条例推進委員会」を設置する

としています。基本条例に基づいて施策が条例に基づいているか、他の条例が齟齬を

きたしていないか等を点検するとしています。見直しについて審議することもその

役割とされている例もあります。 

「国際交流・多文化共生」ですが、ご覧になっておわかりのように、人権と言うこ

とをベースにした多文化共生を謳っています。国際交流より多文化共生が前面に出て

いる、人権色が強い条文になっています。多文化共生については、「基本原則」に「共

生の原則」があり、それを受けた条文であると言えます。 

 

（委員）吉野町は桜サミットや美しい村連合に参加して連携をはかっていますが、それ
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以外に友好都市の協定を結んでいるところはありますか。また、交流の中味はどのよ

うなものですか。 

 

（事務局）桜サミットは桜で有名な自治体と年一回総会を開いて、観光振興などの意見

交換をしています。 近では、桜サミット加盟自治体同士で災害協定を結んだところ

もあります。美しい村連合は全国で 40 を超える自治体が加盟し、奈良県では曽爾村

と十津川村、吉野町が加盟しております。美しい村ということで、吉野山地区や国栖

地区の景観を保全していこうという動きをしています。こちらも年一回の総会で景

観保全や観光といったテーマで交流、意見交換しております。 

  海外とは、イタリア半島にありますサン・マリノという国と交流をしており、大使

も吉野町に来られたことがあります。 

  吉野町出身の方がベトナムで活躍されておられるという縁もあり一昨年町長がベ

トナムに行きまして、子どもたちが桜を植えるなどの交流を深めようとしています。 

 

（委員）国際交流・多文化共生に関して、多文化共生のまちづくりを進めるということ

ですが、吉野町は林業・材木産業が盛んなので、林業都市というイメージを盛り込め

ないでしょうか。東京都板橋区では、木材を使ったまちづくりという方向で動いてい

る例もあります。 

 

（会長）それはどちらかといえば前文に反映されることかもしれません。林業を国際交

流に活かしていきたいという主旨と承りますが、今後のまちづくりに反映させてい

ただければと思います。 

 

（委員）条文の各所に（例えば 7 頁、8 頁、12 頁）「必要な事項は別に・・・定める」

という言いまわしがありますが、逐条解説に説明が載るのでしょうか。 

 

（会長）「別に規則で定めます」は、町長が規則を制定することで、「別に定めます」は、

その事案に関する条例を別途定めるということになります。法律には実体法と手続

き法がありますが、このまちづくり基本条例は実体法、その実施の詳細を別に定める

のは手続法という関係です。 

 

（委員）吉野町には、パブリックコメントを定義しているところはありますか。 

 

（事務局）パブリックコメントは指針として体系化したものはあります。第 4 次総合計

画を策定したときに、町民の意見を聞く必要があり、広く意見を聞き総合計画に反映

させました。 

 

（委員）私も総合計画の審議会に入っておりまして、その時思ったのは、定義は明確に

なっている方がいいと思いましたので、この条例でどう位置づけられているかを確

認した次第です。 
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（会長）大変重要なご指摘だと思います。実体法的な部分にも手続き的なことも書かれ

ている方がわかりやすいのではないかという意見と承りました。ただ、手続き部分を

詳しく書くと膨大な量となります。 

  これで議題３の条文素案についての意見交換は一旦終わります。本日の審議を基に、

次回 7 月の第 10 回審議会で、全条文を通してお示ししますので、よろしくお願いし

ます。 

 では、議題４の条例の構成の検討に入ります。事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局）資料５により説明します。同じものが前に拡大して掲示してあります。まち

づくり基本条例の構成は、主に『冒頭』、『展開』、『終結』の三部分でできています。

このうち、『冒頭』部分は、総則部分つまり「目的」、「用語の定義」と「基本原則」、

「基本理念」で構成され、『終結』部分は、「連携」、「位置づけ」、「運用」、「見直し」

で構成されておりまして、これらの部分はほぼ固定していると考えられます。ですか

ら、今日は『展開』部分をどう組み立てるか、という議論になるかと思われます。 

 『展開』部分は、多くのパターンが考えられますが、主なパターンを、資料５のＡ、

Ｂ、Ｃと図にしてみました。これを流れ図にしたものがこちらです。一番上の緑色の

網掛け部分は、各主体の役割責務を押さえた上で町政運営を先出ししたパターンパ

ターンＡです。オレンジ色の網掛け部分は、各主体の役割責務を押さえた上で冒頭部

分の基本原則の項目に沿って記述したパターンＢです。紫色の網掛け部分は、町民に

かかわりのある部分を整理し、先出ししたパターンＣです。どのようなパターンでも、

法的には変わりはありませんが、施策の体系ですから、町民が見てわかりやすいこと

が重要です。 

 『展開』部分は、資料５の中程から下にかけて書いてありますように、判断ポイン

トがいくつかあります。 

判断ポイント①は、各主体の権利に関するブロックをどこに置くかで、主体別の権

利や義務を先にまとめて書くやり方や、町民―議会―町長と町職員という流れが考え

られます。パターンＡとＢです。町民・事業者の権利責務を先に書き、情報共有や参

画協働の条文に続けるパターンで、町民から見た分かりやすさを優先させるパターン

Ｃです。 

判断ポイント②として、町政運営に関するブロックをどこに置くかです。議会・町

長・町職員の役割責務の後に置くことが多いです（Ａ、Ｃ）。上記の権利責務を書い

た後、すぐ町政経営につなげるパターンもあります（Ａ）。また、Ｂのように参画と

協働や情報公開の次に町政経営をおくパターンもあります。 

判断ポイント③としては、「住民投票」に関する規定をどこに置くかです。住民投

票を町政運営の一部とみるか町民の参加や自治の一部とみるかで変わります。判断ポ

イント④としては、「世界遺産を生かしたまちづくり」をどこに置くかです。参画と

協働に続けるか（Ａ）、広域連携の前におくか（Ｂ，Ｃ）です。 後の判断ポイント

⑤は、「町民公益活動」と「近隣コミュニティ」の扱いで、これらをまとめたのがパ

ターンＣです。 
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（会長）ありがとうございました。まちづくり基本条例の構成を、３つのパターンで組

み立ててあります。パターンＡは、各主体の役割責務を押さえた上で町政運営を先出

ししたものです。町の仕組みを理解してもらうことに重きをおくと、このかたちにな

ります。パターンＢは、各主体の役割責務を押さえた上で基本原則に沿って記述した

ものです。パターンＣは、町民にかかわりのある部分を整理し、先出ししたものです。 

  わかりやすさと、法律としての論理性を重視したいと思いますが、この二つは矛盾

するところもあるかもしれません。理想論はありません。 

 

（委員）吉野町らしいのはパターンＣだと思います。 

 

（委員）住民があって、ということから考えるとＣが望ましいと思います。 

 

（会長）では、それぞれ自分がいいと思うパターンに手を上げてください。 

 

   ～全員がパターンＣに挙手～ 

 

  Ｃが圧倒的多数のようですから、吉野町ではパターンＣを採用することと致します。

次回第 10 会審議会では、Ｃの構成に基づき全条文を整理したいと思います。条文の

整理や並び替え、文言の精査などは次回行います。 

 

（会長）これから議題５の「前文」の検討に入りますが、しばし休憩致します。 

 

   ～10 分間休憩～ 

 

（会長）では、再開します。まず、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）前回、前文案を作成していただく宿題をお出ししたところ、委員 8 名から案

をご提出いただき、また 2 名から追加提出がありました。ありがとうございました。

初の 8 名の案は資料７として事前に送付してあります。追加の 2 名分は本日配布

しております。これを基に資料６として事務局で４つのたたき台を作成しました。ど

のたたき台も、委員の皆さんからのご提案をできる限り盛り込んでおります。このた

たき台は、事前に送付していますので、お読みいただいていると思います。 

  これを元にご審議いただき、今日は、どのたたき台をベースにするかをお決め下さ

い。本日出された意見を踏まえ、細かい文言修正は、会長・副会長・事務局にお任せ

いただければと考えております。 

 

（会長）前文について、案をお出しいただいた委員にはお礼を申し上げます。どの案も

すばらしく、全部を盛り込みたいとも思いますが、そうなると長編小説のようになっ

てしまいます。これをまとめるのは至難の業です。とはいえ、皆様には「ここは強調



 

10 
 

したい」「これが言いたい」というものがおありと思いますので、順に発言をお願い

します。 

 

（委員）吉野山の桜はもとより、千三百年の歴史と文化、そして世界遺産はやはり前面

に出していくべきと思います。また、木材産業は現在低迷していますが、吉野材の良

さを訴え需要を開拓していく必要があります。子どもが出て行く割合が県内で一番

高いなど課題はありますが、町民・議会･行政等が連携して取り組んでいきたい。 

 

（委員）地域をはじめ吉野町の人口減少が も気がかりです。これは構造的な原因があ

ると思いますが、働く場が少ないというのもその一つです。その結果何か行事をして

も人が集まらないという状況が生じています。例えば木材産業では、奥の木材を吉野

に集め、付加価値を高めるような工夫をするなどが必要だと思います。また、自然資

源などをもっと活用し、交流を活発化するようなまちづくりの方向も考えられます。

いろいろなアイデアがあってもそれを実行していかなければなりません。その時ま

ず自分たちの足下を見つめ、できることを自ら考えていくことが大切だと、先進事例

から学びました。 

 

（委員）前文は町民に、自分たちでやっていこうと呼びかけることを考えました。山･

川・桜など地域資源をまちづくりの基礎とすべきであることを訴えています。また、

吉野の良さは外の人、外からやってきた人によって発見されて知られてきたことを

認識して、外の力と連携する事も大切だと思います。 

 

（委員）人口が減少し、少子高齢化が進む中では、安心して暮らせるということを中心

に置きたいと思います。人と人とのきずなを大切にし、やさしさを基本とするまちづ

くりを進めたいと思っています。たたき台では「その２」が近いです。 

 

（委員）基本は、弱者にやさしい吉野町になることだと思っていますが、まちの活気も

大切なので、この両者のバランスをどうとるかが悩ましいところです。 

 

（委員）吉野町は、自然、歴史、世界遺産のまちを前面に出していってほしいと思いま

す。また高齢者福祉を充実して、リタイアしてから帰って来られるまちになってほし

いです。 

 

（委員）吉野町は世界に誇れるものがたくさんある中で、一番大切なのは「いのち」で

す。いのちの源は水ですから、水を育てる森を大切にするまちづくりであってほしい

と思います。 

 

（委員）どのたたき台もすばらしいですが、シンプルでわかりやすいのがいいと思いま

す。例えばたたき台その３にある「町民･議会・行政が一丸となり・・・」というの

が腑に落ちます。ここに、町の代表者である町長も加えてもいいのではないかと思い
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ます。 

 

（委員）施策レベルのことは条文に入れ込み、前文にはふさわしくはないと思います。

吉野町は千年以上の歴史があり、多くの人の交流の中で文化や精神性をつくって来

ており、脈々と受け続かれてきた「精神」の上に今のまちがあります。さまざまな課

題を言うより、吉野をつくり、支えてきた誇りを基盤として町運営の 高のルールを

作ろうとしています、というように書けたらいいと思います。 

 

（委員）町民の方に受け止めてもらえやすいゆったりした書きぶりの案をつくってみま

した。皆さんに、美しい村、楽しいまちなどの方向に向かってまちづくりを進めてい

るんだということを感じ取ってもらえればいいのかなと思います。たたき台ではそ

の２がそのような要素が満たされていると思いました。また、「一丸となって・・・・・」

というようなフレーズは入れたいなと思います。 

 

（委員）たたき台ではその１がいいと思いました。重い文章よりは、「さあやろう」と

いうような前向きな気持ちになれる文章がいいと思います。 

 

（委員）前文は、読んでわかりやすく、きれいな日本語であってほしいと思います。小

学生が教室で読んでわかるような、そういうイメージの文章を期待します。 

 

（委員）吉野の山、川、世界遺産は当然入るのでしょう。それに加えて、「なぜ前文が

必要なのか」を入れたいと思いました。そして、能動的に「こういうまちを目指しま

せんか」などという問いかけや「一丸となって・・・」などがあってもよいのでは。

たたき台としてはその１、その２あたりがいいと思います。 

 

（委員）冒頭には、自然や歴史、世界遺産が書き込まれるのは必要な事と思います。そ

れに加えて、万葉集の天武天皇の歌「よしのよく見よ」（注：万葉集巻一（二十七）

「よき人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よよき人よく見つ」）という言葉

が入ればいいと思います。上野誠さんの吉野町の子どもたちが自画像を載せている

絵本『よしのよく見よ』がありますので、子どもたちはこの言葉にはなじみがありま

す。他には、人と人とのつながりが大切だということ、町民がまちづくりの主役であ

るという自覚を持ってほしいということ、住み続けたいまち、訪れてみたいまちを作

っていこうということが入ればいいと思います。 

 

（委員）どの案も甲乙付けがたいという印象です。たまたま息子に吉野の木材はどうな

るだろうと問うてみると、木材の新しい使い方、付加価値のある使い道を考えないと

いけないのじゃないかという答えが返ってきました。産業的には難しいところもあ

りますが、環境、観光、歴史等全国に知られているものをじっくりと活かし、満を持

して将来を展望するということも考えられます。 
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（委員）４つのたたき台の特徴を説明していただければ幸いです。委員の案は反映され

ているのでしょうか。 

 

（事務局）出していただいたものを踏まえて４つのたたき台を作成しました。まず、吉

野町の自然や歴史などの状況を盛り込み、次いで現在どんな問題が起きているのか、

それからまちづくり基本条例を 高のルールとしてどのような心構えでいくのか、

後に条例制定の宣言というふうに組み立てています。どれも、皆さんの案のポイン

トをどう盛り込むかを考えた案です。 

  第２段落の現在の課題は、人口減少、少子高齢化、産業の低迷と言ったことを書い

ておられるのを反映し、第３段落では、それにどのように取り組んでいくかの気構え

が中心となりました。キーワードとしては、補完性の原則、地方分権、あるいは町民、

議会、行政が一丸となり・・・という言葉となっています。 

 

（委員）英文に翻訳してみるとわかりやすさが見えてくると思います。 

 

（会長）出された意見は大変貴重なもので、十分咀嚼して前文に反映させていきたいと

思います。ご意見を集約すると、たたき台のその１、その２をベースとして、皆さん

の意見を可能な限り加味するということでいかがでしょうか。次回は一本化してお

示ししたいと思います。 

 

（委員）これまでの議論では、外からの人を歓迎するという主旨のことが強調されてき

ましたので、「おもてなし」というような意味のことを盛り込めないでしょうか。 

 

（会長）それも検討したいと思います。第 10 回審議会で全体調整をします。また、各

条文も微調節は可能です。今日の所を仮の素案としたいと思います。 

  では、議題６の「パブリックコメント、地区別説明会について」に入ります。説明

をお願いします。 

 

（事務局）資料１０により説明致します。まず、地区別説明会からです。開催主体は 2

月の「まちづくりフォーラム」のように、この審議会と町の共催とさせていただきま

す。日程は 8 月 9 日（土）、10 日（日）、11 日（月）の 3 日間で 6 地区を回る予定で

す。上市地区と吉野地区は合同で実施します。9 日、10 日は 1 日 2 回午前と午後に、

11 日は平日ですから夜間に開催する予定です。いずれの説明会にも、町長が参加致

します。 

  各回は約 1 時間半程度を考えておりますが、質疑が長引くこともありますので、

長 2 時間ということにしてはどうかと思います。プログラムはまだ検討段階ですが、

町長の挨拶、まちづくり基本条例の素案についての経緯と条例内容の説明、そして質

疑応答を考えております。説明はパワーポイントで行ってはどうかと考えておりま

す。 

  この説明役、さらに進行や質問に対する回答、受付係についても、われわれ職員が
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するよりも町民の方に担っていただいた方が身近に感じてもらえますので委員の皆

さんにお願いできればと考えております。もちろん、台本や説明資料等は事務局も一

緒に考えます。質疑応答の際に、難しい質問等が出た場合には、事務局（町、ＮＰＯ

政策研究所）もお答え致します。配付資料としては、来月の審議会で決定される「吉

野町まちづくり基本条例素案」に若干の解説を加えたものを考えております。パブリ

ックコメント用の意見提出用紙を入れておくことも考えています。 

  具体的に、どの会場でどなたにどの役をお引き受けいただくかは、次回審議会で決

定したいと思いますが、事前に出席可能な日程を把握させてください。調査シートを

資料１０の後ろの方に付けておりますので、書き込んで、本日お帰りの際に事務局に

お渡しいただくか、後日 FAX で送付をお願いします。調査シートを整理し、割りふり

を考えますが、また個別に相談申し上げることもあるかも知れませんので、よろしく

お願いします。特定の委員に集中しないよう、皆さん、どこかの会場での役をお引き

受けお願い申し上げます。 

 

（会長）説明、ありがとうございました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

 

（委員）日時はもう決まっているわけですね。 

 

（事務局）申し訳ありませんが、会場、町長のスケジュール等からこの日程となりまし

た。ご協力よろしくお願いします。 

 

（委員）上市地区と吉野地区の合同説明会ですが、この会場（中央公民館第３・４研修

室）で入れるのですか。何名くらい入れるのですか。 

 

（事務局）60 名から 70 名です。 

 

（委員）周知は区長会も協力するのですか。 

 

（事務局）7 月 11 日に区長理事会が開催されますので、14 名の理事さんがご参加の予

定ですから、その折りに周知を図りたいと思います。 

 

（委員）上市と吉野の各自治会から数名来るとなると、それだけで研修室ではオーバー

しませんか。役員だけでなく一般の住民の方も来られると思われますし。 

 

（委員）人権の集会があるときでも、各町内会から何名出てくれと言う話がありました。

何人くらいになるか想定しておいた方がいいのではないですか。 

 

（事務局）大ホールが空いておりましたので、会場を大ホールに変更します。250 名か

ら 300 人入れます。 
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（委員）全部の説明会に参加しなくてもいいですか。 

 

（委員）時間があれば参加されてはどうでしょう。 

 

（事務局）皆さんのご都合もあるでしょうから、参加可能な日時を教えていただいて、

調整させていただきます。 

 

（会長）それぞれ出席可能な日程を、調査シートに書いて提出下さい。 

 

（委員）以前の審議会で、子ども関係や学校関係者の意見を聞き取るという話になって

いたと思いますが、その後どうなっていますか。 

 

（事務局）パブリックコメントは年齢制限がありませんので、子どもから高校生、大人

までどなたでも意見を出すことは出来ます。学校関係者の件ですが、ＰＴＡの吉野町

連合会の方とお話しをさせていただいて、子育て世代のお母さん・お父さん方に声を

かけて意見を聞けないかという話になっています。地区別説明会には区長連合会等

とともにＰＴＡにも参加を働きかけ、意見を出していただくなど、今のご意見を深掘

りしていきたいと考えております。 

 

（委員）地区別説明会までに、その人たちがどう言う意見を持っているかを知りたいの

ですが。 

 

（事務局）7 月の第 10 回審議会に、あらためて進捗を報告致します。 

 

（委員）私たちはまちづくり基本条例ができると今後のまちづくりを進めやすいという

ことで一生懸命やっていますが、一般の町民の方はそれほどの意識はありません。そ

の会議で「どんなことを話しあってんねん」、「ほんまに真剣にやっとんか」などの声

もあったりします。ですから、この条例は私たちがつくったのだから、責任を持って

説明するということで、行けない日・時間だけ×を付ける、というような心構えが必

要なのではないでしょうか。つまり、可能な限り参加すべきではないかと思っていま

す。自分の地域以外でも参加して顔を見せることによって、一般参加者にあの人も関

わっておられる、と言うような認識を持っていただけるのではないでしょうか。私も

出来るだけ参加するつもりです。 

 

（会長）自分の地区だけでなく、できるだけ他の地区にも出てみるようにしませんか。 

  この地区別説明会はたいへん意義深いと考えています。住民も参加して条例素案が

でき、それを住民でもある委員が説明するということでインパクトは大きいと思い

ます。今回は条例を着地させる機会ですから、地元の方が前面に出た方が効果的と思

います。 

  一般の方は、この条例が出来たらどんないいことがあるのか、という疑問をお持ち
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でしょう。一言でいえば、これからの吉野町が、町民・議会・行政がスクラムを組ん

でまちづくりに取り組んでいくための基本的仕組みができたと言うことだ、と言う

説明でしょうか。自治の初心に戻り、自治の骨格をわかりやすく再構築することだ、

と。 

  皆さんも、ひとことでこうだと言えるようなフレーズを用意しておいてください。

例えば、吉野町が大団結する仕組みづくりです、自治の仕組みをわかりやすくしたも

のです、などと。 

 

（委員）説明資料は事務局で整えるのですか。 

 

（事務局）資料などは事務局も一緒に考えます。誠に日程が先に決まってしまい、申し

訳ありません。先ほどのご意見のように出席する方向で前向きにご検討下さい。次回、

役割分担等の調整を致します。 

 

（会長）町民自身による説明会は意味があると理解しています。2 月のまちづくりフォ

ーラムはとてもよい雰囲気でした。あのような雰囲気でお願いします。 

では、本日の議題はすべて終了しましたので、事務局から連絡事項等をお願いしま

す。 

 

（事務局）長時間にわたり、ありがとうございました。 

次回第 10 回審議会は、７月２３日（水）、午前１０時から、３・４研修室で開催致

します。午前から、午後にわたる予定ですので、途中昼食を挟みます。お弁当が必要

な方は、大変心苦しいのですが、経費節減の折お一つ 500 円で手配致します。 

  なお、午前だけしか出られない方はいらっしゃらないようです。皆さん午前と午後

も出られると理解させていただきます。 

 

（会長）これで第 9 回審議会を終了致します。ありがとうございました。 

 

（以上） 

  

 


