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吉野町まちづくり基本条例案（暫定版） 

 

 

目 的 

 

A）条文素案 

 

第１条 この条例は、吉野町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明

らかにし、町民の権利と役割・責務並びに町の役割と責務を明らかにするとともに、

まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立と豊かな地域社会

を創造することを目的とします。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○この条例を定めることで、現在の住民の福祉向上だけでなく、将来世代にも自信

を持って引き継げるまちをつくること（未来への約束）。 

 ○全町的な自治の基本条例を定めることで、各地区の特性をいかした豊かな地域社

会の創造につなげること。 

 

 

用語の定義 

 

A）条文素案 

 

第２条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。 

(1)町 民  

 以下の各号に相当する者をいいます。ただし、住民投票の対象等は別途定めます。 

ア 町内に住所を有する者 

イ 町内の事務所又は事業所に勤務する者及び町内に事務所又は事業所を有するもの 

ウ 町内の学校に在学する者 

エ 町に対して納税義務を有するもの 

オ 町の公益や発展のために活動するもの 

(2)地域自治団体  町民を主な構成員として自発的に形成され、あるいは一定の地域

住民を中心に自発的に形成され、公共的な課題に取り組む民間団体をいいます。 

(3) 町  町議会及び執行機関によって構成される基礎自治体としての吉野町をいい

ます。 

(4)執行機関  町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資

産評価審査委員会並びにその補助機関をいいます。 

注：イタリックは第 9 回審議会における「条文素案修正版」 

 第 9 回審議会における「条文素案」は含まれていません。 

資料８ 
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(5)参 画  町の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、町民が

主体的にかかわることをいいます。 

(6)協 働  町民、町議会及び執行機関が、お互いの役割と責任の自覚のもと、それ

ぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むこと

をいいます。 

(7) まちづくり  住みよい豊かな地域社会をつくるための取り組み及び活動をいい

ます。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○町民の定義（幅広くとらえてまちづくりに取り組むことと、住民投票などの規程

は別）。この条例を定めることで、現在の住民の福祉向上だけでなく、将来世代に

も自信を持って引き継げるまちをつくること（未来への約束）。 

 

 

基本理念  

 

A）条文素案 

 

第３条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治の確立を目指したまちづくり

を進めます。 

(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高

齢者まで、性別、障がいのあるなしその他の属性にかかわりなく、安全・安心に

暮らすことができるまちをつくります。 

(2) 町民、議会、行政がそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で開か

れた町民主体の町政を行います。 

(3) 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を次世代に引き継ぎ、世界遺

産等を活用したまちをつくります。 

(4) 町内外の交流を図り、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合うまちを

つくります。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○基本的人権や多様性の尊重とは具体的にどういうことか、分かりやすく解説する 

○人口減少で共助や内外の交流がますます重要になることを強調する。 

○住民同士の交流と同時に、外からの人を快く受け入れる姿勢を打ち出す。 
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基本原則  

 

A）条文素案 

 

第４条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治の確立を目指したま

ちづくりを進めるものとします。 

(1) 参画と協働の原則 町民は、自治の主体であり、主権者として町政に参画すると

ともに、公共的課題の解決にあたっては、町民及び地域自治団体並びに町それぞ

れが協働して取り組みます。 

(2) 情報公開及び共有の原則 町が持つ町政情報が公開され、町民間及び行政と町民

間でまちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、

応答責任を果たします。 

(3) 行政経営の原則 町は、地域の特性及び自主性を尊重した地域自治を推進すると

ともに、計画と検証及び評価に基づいた健全な経営を進めます。 

(4) 補完性の原則 課題の解決にあたっては、より身近なところでの取り組みを基本

に、できないところを近隣、町、県、国と順次補完して取り組みます。 

(5) 共生の原則 町民と町は、町の歴史や自然を大切にし、環境との共生を図ります。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと  

 

 ○参画と協働の原則や補完性の原則など、重要な原則に関する補足説明。 

○情報公開・共有にかんする補足（町政情報の分かりやすい形での提示、説明責任、

町民同士の情報共有と町への情報提供）。 

 

 

情報公開・共有、会議の公開 

 

A）条文素案 

 

（情報の公開と共有） 

第５条 町民は、法令等により制限される場合を除いて、町に対しその有している情

報を取得し共有する権利を有します。このため、町は、町政に関する情報を積極的に

町民に公開し、町民に対して説明する責務を果たします。 

２ 町は、町民が容易に情報を得られるよう、仕組み及び体制の整備について必要な

措置を講じなければなりません。 

３ 町は、町民への情報の公開及び提供にあたっては、広報誌、ホームページその他

多様な方法を活用し、可能な限り町民各層に届くよう努めます。 

４ 町は、常に町政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、その保有する情報を
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適正に管理しなければなりません。 

 

（会議の公開） 

第６条 町は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、審議会等の会議、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。 

２ 町は、審議会等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。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○情報公開・共有の意味。 

 ○会議の公開の意義。 

 ○運用や検討、見直しのプロセスにおける町民参加の保障。 

 

 

個人情報保護 

 

A）条文素案 

 

（個人情報保護） 

第７条 町長をはじめ執行機関は、情報の共有に当たっては、吉野町個人情報保護条

例で定めるところにより、個人の権利と利益が侵害されることのないように、個人情

報を保護するため適切な措置を講じなければなりません。 

２ 町は、保管する個人情報について、町民が自己に関する情報の開示、訂正等を求

める権利に対して必要な措置を講じなければなりません。 

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。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○災害時の個人情報保護の扱い（災害対策基本法等）。情報を提供できる団体等。 

 ○災害時の個人情報保護の扱い（災害対策基本法、防災基本計画の改訂を反映）。 

 ○情報を提供できる団体とその要件。 

 ○運用や検討、見直しのプロセスにおける町民参加の保障。 
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町民の権利と役割、責務 

 

A）条文素案 

 

（町民の権利） 

第８条 町民は、自治体における自治の主体であり、年齢、性別、国籍、障がいのあ

るなし等にかかわらず平等に町政や地域の自治活動、まちづくりに参加・参画する権

利を有します。 

２ 前項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、そ

の権利の行使に際しては不当な扱いを受けません。 

 

（町民の役割、責務） 

第９条 町民は、住みよいまちをつくるために、自らの行動と発言に責任を持ち、積

極的にまちづくりに参加、参画するように努めなければなりません。 

２ 町民は、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りません。 

３ 町民は、町民同士ならびに町と連携、協働しながら、安全、安心に暮らせる地域

づくりに取り組むよう努めなければなりません。 

４ 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○まちづくりの意味（条文で定義する用語とも関連）。 

 ○近隣から全町レベルまでの各段階への参画の権利を有すること。 

 ○さまざまな参加・参画の形があること。 

 ○まちづくりへの参加は強制されるものではなく、あくまで自発的、自主的に行わ

れるべきものであること。 

 

 

子どもの権利 

 

A）条文素案 

 

（子どもと青少年の権利） 

第１０条 青少年及び子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利

を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。 

２ 町民及び町は、青少年及び子どもが、まちづくりに参加、参画する機会の充実に

努めなければなりません。 
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３ 町民及び町は、安心して子育てができ、将来の担い手である青少年及び子どもが

ふるさとを大切に思い、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。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○町民および町は、青少年と子どもを見守る義務があること。 

 ○子どもや青少年に関する国際的な権利の解説。 

  ○郷土を知り郷土愛を育む機会と地域誇りをもった子どもたちへの「ふるさと教育」の取り組み

の方向について  

 

 

事業者の権利と役割、責務 

 

A）条文素案 

 

（事業者の役割と責務） 

第１１条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域

社会との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるもの

とします。 

２ 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努め

なければなりません。 

３ 事業者は、町民や町と連携、協働して地域課題の解決、災害時の相互支援等に取

り組むものとします。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○企業の社会的責任の動向や、地域社会での役割・期待。 

 

 

参画と協働 

 

A）条文素案 

 

（参加、参画と協働のまちづくり） 

第１２条 町民は、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い

ます。ただし、参加・不参加を理由として、不利益をこうむることはありません。 

２ 町民が、まちづくりに参画するにあたっては、多様な人たちがかかわることがで
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きる機会をつくり、互いの意見や活動を尊重しながら、責任ある行動をとるように努

めます。 

３ 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加・参画と協働を推進しなければなりま

せん。 

４ 町は、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るとともに、町民同士および町民と町が協働し

て取り組む機会の拡充に努めなければなりません。 

５ 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役

割分担を明らかにしたうえで過程を大切にしながら、相互理解及び信頼関係の構築に

努めなければなりません。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○町民の権利と責務との関係。 

 ○多様な町民の参加・参画の保障（参画しなくても不利益をこうむらない権利も含

む）。 

 ○協働の原則（目的の共有、対等性、相互理解、自主性尊重、自立化促進、相互変

革、相互補完・相乗効果、役割分担の明確化、情報公開と共有、透明性・説明責

任、評価等）の明示。 

 

A）条文素案 

 

（参加、参画と協働の仕組み） 

第１３条 町は、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、町民の参加や参画を図らなければなりません。 

２ 町は、前項を行うにあたっては、高齢者や障がいのある人、子ども、若者、女性

等の参画しづらい人たちに配慮し、参画を阻んでいる要素を取り除いて、あらゆる町

民に参画の機会を保障するよう努めなければなりません。 

３ 町民及び町は、積極的にまちづくりへの参画及び協働を進めるため、自らの町や

地域について自由な議論をおこなう参加しやすい発言の機会と場を設け、町民と町又

は町民同士が学びを通じて交流・連携を図るよう努めるものとします。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における参加・参画の保障。 

 ○参加・参画におけるバリアーフリー化。 
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計画策定等への参画、審議機関への参加 

 

A）条文素案 

 

第１４条 町は、町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、町民が参画する機会を設けなければなりません。 

２ 町長等は、前項の規定により計画等の立案、実施及び評価の各段階において、町

民の意見が適切に反映できるよう、必要な措置を講じるものとします。 

３．町は、計画等を町民にはかるときは、適切な時期に、わかりやすく情報を提供し

なければなりません。 

４ 町は、町が設置する審議会等の会議及び会議録は、原則として公開するとともに、

そ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、町民か

ら公募した委員を加えるよう努めなければなりません。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○町民は、町政に関する重要事項への参加・参画の機会を得る権利を有する。 

○町民の主体的な参加が必要である。 

○参画の機会は情報提供・共有により保障される。 

○具体的な参画の手段、手法。 

  

 

町民公益活動 

 

A）条文素案 

 

第１５条 町民は、地域課題の解決やまちづくり等の公共的な課題に対して自発的か

つ自主的に行われる非営利の町民公益活動に関心を持ち、尊重します。 

２ 町民は、自ら町民公益活動を行う団体を形成し、又は参加することができます。 

３ 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづ

くりのために活動するよう努めるものとします。 

４ 町は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、別に定めるところ

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りません。 

 

第１６条 前条に規定する「町民公益活動」とは、町民の自発的な参加によって行わ

れる、非営利で、公共の利益に寄与する活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

  (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的と

する活動 
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    (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

  (3) 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職

をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しく

は公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的

とする活動 

    (4) 公益を害するおそれのあるものの活動 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○町民は町民公益活動を行うことができるとともに、積極的に参加することを奨励す

る。 

○町民及び町は、多様な町民が参加できるよう努める。 

○町民公益活動団体は、参画と協働の主体となること。  

 
 

生涯学習 

 

A）条文素案 

 

第１７条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町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、生涯にわたってさまざまな学習を行う権利を持っていま

す 

２ 町及び町民は、町民の多様な学習の機会を提供するとともに、まちづくり活動へ

の参加、参画を促すよう努めなければなりません。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○町民の生涯学習権を保障し、町は生涯学習の機会を提供すべき事を明確にする。 

○まちづくりへの参加・参画には学習が不可欠であること。 

○学習は町民の主体性によること、必要且つ多様なカリキュラムが用意されている

こと。 

○吉野町の特徴である歴史について学べる機会を設けることを記述する。 

 

 

住民投票 

 

A）条文素案 
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第１８条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認する必

要があると認めたときは、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 町長は、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。 

４ 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。 

５ 町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○間接民主主義を補完する仕組みであること。 

○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）と個別設置型（非常設型）（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）とがあるが、本町では

個別設置型をとること。それぞれのメリットを比較し、本町が個別設置型を選ん

だ理由。 

○地方自治法の住民による条例改廃直接請求権の説明（有権者の 1/50 以上の連署で

条例の改正や新設、廃止を提案できる。提案は議会で審議の後採否を議決する。）。

首長、議員（1/12）はもともと条例提案権があること。 

○未成年者や定住外国人にも配慮する必要があること。 

○ 実施にあたっての詳細は、案件ごとに制定される条例に書き込まれること（投票

の対象／投票資格者の範囲／開票条件／投票の効果／実施手続き等）。 

 

 

住民自治 

 

A）条文素案 

 

（住民自治の定義・あり方・原則） 

第１９条 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、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。 

２ 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 等の市民活動団体、事業者のほか、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれ

るものとします。 

３ 町民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら積極的に活動に参加するとともに、
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住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めます。 

４ 町長は、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、その活動に対して支援その他必要な措置を講じなければなりません。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○吉野町における住民自治の定義（階層構造）。 

・近隣＝区・町内会・自治会（基礎的コミュニティ） 

・小学校区相当の領域＝地域（住民）自治協議会（総合型地域自治組織） 

○住民自治は住民主体であり、上から押し付けるのではなく、住民により主体的活

動するものであること。 

○住民自治活動は公共的性格を持っていること（地域課題の解決、住民同士の共助、

公共サービスを担う、等）。 

○行政の適切な支援が必要なこと。 

○条例では大枠を定め、実践は住民の意思によること。 

 

 

A）条文素案 

 

（住民自治組織） 

第２０条 町民は、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、別に定める領域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、一つの地域において一に限り設置す

ることができます。 

２ 自治協議会は、町及びその他の組織と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた

住民自治活動を行うものとします。自治協議会は、当該地域のすべての住民及び基礎

的コミュニティ、その他の団体を構成員とします。 

３ 町長は、自治協議会の役割を認識し尊重するとともに、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。 

４ 町は、自治協議会の意向により、事務事業の一部を当該自治協議会に委ねること

ができます。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を

講じなければなりません。 

５ 自治協議会に関する必要な事項は、別に定めます。 

 

第２１条 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。 

２ 自治協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければな

りません。 

３ 自治協議会は、地域のまちづくりの目標、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を策定するものとします。 
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４ 町民等は、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。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○まちづくり基本条例においては、住民自治協議会システムの大枠の規定を置き、

具体の制度設計は、地域住民らの意見を聴きながら、別途、条例等に定めること。 

○自治協議会は、地域の総合力を発揮するための、住民による自治組織であること。 

○自治協議会の構成（住民、団体等例示）。 

○自治協議会の要件の明示（透明性、民主性、開放性、一の地区に一の住民自治協

議会）。 

○自治協議会への参加促進。 

○自治協議会の公共的団体としての性格（地域内の全住民が、個人として構成員と

なる。）の明記。 

  

 

A）条文素案 

 

（基礎的コミュニティ（区・町内会・自治会）） 

第２２条 町民は、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、町内会、自治会等（基礎的コミュニティといいます）の活動に参加し、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します。 

２ 基礎的コミュニティは、近隣の住民を構成員とする基礎的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 町は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性・自律性を尊重し、

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りません。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

○基礎的コミュニティの定義については、吉野町での具体例で説明する。 

○基礎的コミュニティの役割、重要性、課題（人口減少＝担い手不足、高齢化等）。 

○基礎的コミュニティへの参加促進が主旨であるが、加入の強制はできないこと。 

○自治協議会の中核となることが期待されるが、自治協議会ができても基礎的コミュ

ニティはなくなるわけではなく、近隣の住民自治組織として今後ますますその役

割は大きくなること。 

 

世界遺産等を活かしたまちづくり 

 

A）条文素案 
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第２３条 町民及び町は、私たちの誇りとする世界遺産等を有するまちとして、豊か

な自然環境並びに歴史資源の保全と継承に努めるとともに、国際的な注目を集めてい

ることに鑑み、おもてなしの精神にあふれるまちづくりに努めるものとします。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○世界遺産に対する町民の思い。このことに誇りを持つということ。 

 ○自然環境保全と観光客受け入れのバランス。 

 ○世界遺産以外にも歴史・文化遺産が多数あること、吉野山以外にも観光資源が各

地にあること（世界遺産「等」）。 

 

 

条例の位置づけ・見直し 

 

A）条文素案 

 

（位置づけ） 

第２４条 この条例は、吉野町におけるまちづくりの最高規範であり、町民及び町は

これを遵守しなければなりません。 

２ 町は、他の条例等の制定改廃並びに各種計画策定に当たっては、この条例を尊重

し、整合を図らなければなりません。 

 

（見直し） 

第２５条 町長は、この条例の施行の日から５年を超えない期間ごとに、各条項がこの

条例の基本理念を踏まえ、社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとします。 

２ 町長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制

度等の見直しが適当であると判断した際には、必要な措置を講じるものとします。 

３ 町長は、第１項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講じるにあたっ

ては、町民の意見を聴取しなければなりません。 

 

B）逐条解説書に盛り込むべきこと 

 

 ○最高規範性を持たせる意味。 

 ○基本条例と、ほかの条例や各種計画との関係。整合性の検証。 

 ○運用や検討、見直しのプロセスにおける町民参加の保障。 

 ○条例の運用状況の点検。 

 


