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吉野町まちづくり基本条例策定審議会 第 1 回会議 議事録 

 
 
日時：2013 年（平成 25 年）10 月 24 日（木）13 時～15 時 40 分  
場所：吉野町中央公民館 閲覧室  
出席者：委員 20 名（欠席 0 名）  
事務局：吉野町、ＮＰＯ政策研究所  
配付資料：議事次第／吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例／委員名簿／委員委

嘱状／諮問書／会議の公開及び傍聴に関する規則／審議内容の確認（パワーポイン

ト資料）／審議会スケジュール／吉野町の現状と将来～各種統計データによる～（パ

ワーポイント資料）／中川教授講話レジュメ／配席表／第４次総合計画概要版冊子  
 
開会（司会・事務局） 

ただいまから第 1 回吉野町まちづくり基本条例策定審議会を開会致します。会議

を放送するためにケーブルテレビが撮影致しますことと、会議録作成のため録音、

写真撮影を行うのでご了承下さい。  
では、開会にあたり北岡町長がご挨拶申し上げます。  

 
（北岡町長）お忙しい中、天候が悪い中、ご出席いただきありがとうございます。  

実は、町長でありながら、また 2 期も議員を務めながら、町政の進め方がよくわ

からないと言うことがあります。庁内でも誰が発案して、どこで決め、どう施策

を進めるのかよくわからない。そのような疑問を持っていたところ、全国各地で、

行政や町民、議会の役割を規定した自治基本条例やまちづくり基本条例を策定し

ているところが増えていることを見聞きし、吉野町ではそれが抜けていると感じ

てきました。第４次総合計画を進める中、事業の選択と集中や事業評価を行うた

めには「規準」が必要で、それを改めてつくっていきたい。また協働のまちづく

りにもルールが必要です。  
そこで今年度の重要施策としてまちづくり基本条例の策定を行うことにしまし

た。帝塚山大学の中川先生には、職員研修からご苦労をおかけしています。皆様

の力を借りて、分かりやすい行政を分かりやすく進めるための条例をつくりたい

と思っています。  
2000 年の地方分権改革以降、吉野町では「吉野曼荼羅まちづくり会議（100 人

会議）」などを開いてきましたが、「進め方」のルールを決める話し合いはしてこ

なかったので、今回はその土台をつくる、と言うことです。吉野町をいい町にし

よう、そのために分かりやすい条例をつくろう、と言う思いを持って議論をして

いただきたい。委嘱は長期間に及びますが、ご協力よろしくお願いします。  
 

（司会）本日は第 1 回目の審議会なので、会長が選出されるまでの間、議事は大北参

事が仮議長を務めさせていただきます。  
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（仮議長：大北参事）まず、委員の皆様の紹介をします。  
～事務局より名簿の順に委員を紹介～  

 
（仮議長）次いで、委嘱状の交付を行う。町長から代表（古澤委員）にお渡しする。  

～町長より、委嘱状を読み上げ、代表に手交～  
 
（仮議長）他の委員の皆様には事務局がお配りします。  

次いで、事務局の紹介を行います。  
 

（事務局）事務局の紹介を行います。（大北総務担当参事、和田総務課長、辻中総務

課課長補佐、運営業務支援の NPO 政策研究所直田、相川）。  
 
（仮議長）審議会の設置目的について説明して下さい。  
 
（事務局）審議会設置の意義、基本条例の意義、背景について説明します。  

まちづくり基本条例の意義は、自らのまちづくりをどのような考え方（理念・方

針）で行うのか、その考え方を実現するためにどのような仕組み（制度・手続き）

が必要なのか、町政運営の主体である町民・議会・行政のそれぞれがどのような

役割を担うべきなのかなど、まちづくりを進めていく上での基本的なルールを定

め、条例として明文化するものです。本審議会は、まちづくり基本条例素案の策

定に向けて、調査、審議、取りまとめを行い、町長に答申していただくものです。  
まちづくり基本条例が制定される背景としては、地方分権一括法で、国と地方が

対等な関係になり、国の指示・監督で行われてきた自治体運営を、それぞれの自

治体の責任で行うことになったことがあります。自己決定・自己責任のまちづく

りを進め、地方分権の担い手となるために、それぞれの自治体で独自のルールを

定めることが必要となってきているのです。  
また、町民ニーズの多様化、コミュニティの希薄化が進んだことに加え、少子高

齢化・人口減少社会の到来など、新たな社会問題が生じてきました。財政的にも

厳しい状況の中、行政だけですべての公共サービスを担っていくことは難しくな

っています。このような変化に対応するためには、「補完性の原則」に基づき、

自治の主体である町民と行政の間での役割分担や連携・協働など自治の基本的な

ルールを定めることが必要です。  
これまでのまちづくり基本条例への取組としては、まず職員の理解を深めること

が大切であることから、吉野町まちづくり基本条例策定研究事業として、職員研

修を行いました。7 月 2 日に本日来ていただいている中川先生を講師に「自治基

本条例の意義と役割について」と題して、次いで 7 月 24 日、8 月 5 日、6 日の 3
回にわたり、講師にＮＰＯ政策研究所直田理事長、相川専務理事を招き、一般行

政職の全職員を対象とする研修会を開催しました。  
議会の 9 月定例会にて「吉野町まちづくり基本条例策定審議会設置条例」及び「吉

野町まちづくり基本条例策定事業」の補正予算が議決され、本格的に吉野町まち
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づくり基本条例の策定に着手することとなり、本日を迎えています。  
資料の確認をします。議事次第、策定審議会条例、審議会委員名簿、傍聴要領（案）、

平成 25～26 年度の審議会スケジュール、審議会の内容の確認（審議会の目指す

もの～当審議会の役割と成果、各種統計データによる持続可能な吉野町のプレゼ

ン資料、まちづくり基本条例（自治基本条例）とは何かについての中川先生の講

話資料、第４次総計の概要版をお配りしています。揃っていますでしょうか。  
 
（仮議長）本日の出席の確認をします。定数 20 人で全員出席していただいているの

で、審議会設置条例第 8 条第 2 項の規定に基づき、定足数に達しており、会

議は成立しています。  
これから議事に入ります。まず、会長と副会長の選任です。審議会条例では互選

となっていますが、どのようにさせていただきましょうか。  
 
（委員）1 年以上かかるスケジュールのようだが、専門知識をお持ちで会をリードし

ていただける中川教授にお願いしたい。  
 
（仮議長）ほかにご意見はありますか。  
 
（委員）中川先生はこの審議会の委員なのですか。  
 
（仮議長）委員です。ただいまのご提案どおり、中川委員に会長をお願いすることで

異議はございませんか。  
～異議なしの声、拍手～  
では、以降は中川会長に議事をお任せします。  

 
（中川会長）会長を仰せつかりました中川です。長期になりますが、ご協力・ご助力

をいただき、スケジュール通り進めていきたいと思います。では、副会長を選出

しましょう。条例第 7 条で互選と定められていますが、どうしますか。  
 
（委員）会長一任でお願いしたい。  
 
（会長）ご異議がなければ、古澤委員にお願いしたいと思いますが。  

～異議なしの声～  
 
（古澤委員）よろしくお願いします。  
 
（会長）簡単にご挨拶をさせていただきます。私は奈良市の帝塚山大学で教鞭をとっ

ており、専門は行政学、都市計画、自治体の文化政策、人権問題です。六田駅前

に岸田日出男博士の大台ヶ原の研究に対する功績を讃えたレリーフがありますが、

実は博士は義母方の大叔父にあたり、私も幼いころは吉野によく遊びにきました。
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とくに桜は日本の宝だと思います。吉野町とはつながりが深いので、よろしくお

願いします。  
 
（古澤副会長）大役を受けました。私は上市生まれで、中学の頃までは吉野は材木の

町として栄え、人口も多く、いろんな祭りも盛大に行われていたのを覚えていま

す。そこには戻らないとは思いますが、皆さんのご協力を得て少しでも明るい町

になるようにしたいです。  
 
（会長）議題２に入ります。北岡町長より諮問をお受けしたい。  
 
（北岡町長）吉野町まちづくり基本条例審議会条例第３条の規定に基づき、吉野町ま

ちづくり基本条例の策定に関する事項について、貴審議会の調査及び審議を求め

ます。  
 
 ～諮問書を町長より中川会長に手交～  

 
（会長）只今町長より諮問を受けました。諮問書の写しを、事務局から委員の皆さん

に配布してもらいます。  
  続いて議題３の会議の公開について諮ります。会議は「公開」としてよろしいで

すか。  
～異議なしの声～  
では、公開とします。傍聴の取り扱いについて、事務局から説明して下さい。  

 
（事務局）傍聴要領案では、傍聴者の定員は 10 人までで、受付簿（別紙）に氏名等

を記載してもらいます。定員を超える際は先着順とします。第４条で傍聴できな

いものを列記していますが、２項で児童及び乳幼児については会長の許可があれ

ばよいとしています。第５条で傍聴人の守るべきこととして、拍手などで公然と

可否を表明したり、私語など審議会の邪魔をしたりしないことなどを規定。第６

条で職員の指示に従うこと、第７条で要領に違反した場合の措置を定めています。 
 
（会長）傍聴に関しては、ただいまの案に基づいて取り扱い、ここに記載のない事

項で会議の運営上必要がある時には、私が適宜判断して、委員の皆さまにご報

告する、と言うことでよろしいでしょうか。  
 
（委員）後程スケジュールの説明があるかと思いますが、傍聴要領は本会議のみなの

か、分科会にも適用されるのか。２つの分科会であれば人数は合計 20 名まではい

いのか。傍聴者が委員より多くなると、雰囲気的にまずいのではないでしょうか。  
 
（事務局）分科会も公開する予定です。人数については会長の適宜判断と考えていま
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す。  
 
（委員）分科会にも適応するのであれば、その旨の記載が必要ですね。  
 
（委員）会長は分科会も含めすべてに出席されるのか。  
 
（会長）それはまだ決めていません。  
 
（委員）分科会は、同じ日に一室で 20 人がグループに分かれて開催するのですか、

別々の日に開催するのですか。分科会がバラバラの日程で開催されれば、会長は

すべてに出席できないと思いますが。  
 
（事務局）分科会の進め方については、委員の皆さんに諮りながら進めていきます。

事務局としては、基本的には１室で分かれて分科会をやることを考えていますが、

具体の進め方は委員で決めていただきたい。  
 
（委員）審議会条例には委員には守秘義務があるとありますが、傍聴者があれこれ言

いふらす懸念はないのでしょうか。  
 
（会長）この審議会では基本的に秘密にすることは扱わないと思われます。個人情報

などを扱う場合があるとすれば、その時だけ傍聴者に退出していただくこともあ

るでしょう。事務局もそれでいいですね。  
 
（事務局）それで結構です。  
 
（会長）では、原案どおりとします。  

続いて会議録の扱いについて諮ります。発言者指名を伏せた要点筆記とすると言

うのが事務局案です。これは、発言通りに起こすと費用もかかり、量も膨大にな

るので、要点筆記方式を提案いただいているのだと思います。発言内容を皆さん

に確認いただいたうえで公開すると言う方式ですが、これでいいですか。  
～異議なしの声～  

  では、それで決します。本日の傍聴者がおられれば入室を許可します  
～傍聴者なし～  
ここで、町長は公務のため退出されるようなので、暫時休憩とします。  

 
＜再開＞  
 
（会長）議題４の審議内容の確認及びスケジュールについて、事務局の説明を求めま

す。  
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（事務局）～資料により説明～  
基本条例は計画ではありません。条例＝法であり、具体的施策は各計画に委ねる

ことになります。基本条例は総合計画や条例を審議していく際の基本ルールであ

ると考えて下さい。他自治体の制定状況として、奈良県内では生駒や大和郡山市

は施行済み、上牧町では策定中です。全国では現在 291 の自治体が施行していま

す。条例を策定して何が変わるのかですが、住民にとってはまちづくりに参加意

欲が高まる、地域自治活動の意義が明確に謳われる、などがあると思います。行

政にとっては透明で効果的・効率的な町政運営ができることです。町長が冒頭申

し上げたように、戸惑いがなく、これを見たら施策のやり方がわかると言うもの

にしていきます。  
当審議会の役割と成果としては、吉野町条例の素案及び解説書の作成をお願い

しています。町民の意見への対応として、パブコメなどで出された意見に対する

回答を審議する。また今後、地域に出向いての説明会なども予定されていますが、

そこにも参画していただきます。条例制定後は、条例の周知や理解促進の活動に

ついても当審議会メンバーにもご協力いただきたい。  
スケジュールについて、懇話会は本日が初日で、第２回目は 11 月 21 日に予定

しています。議事次第の下部に一部案内をしていますが、3 回目、4 回目以降は、

進捗状況の確認をしながら進め方を決めたいと考えています。年明けの 2 月頃に

町民まちづくりフォーラム（仮称）を開催したいと思います。年度が変わっても、

11 月ごろまで条文の構成や内容についてご審議いただく予定です  
 
（会長）これについて何か質問はありますか。  
 
（委員）11 月 21 日の懇話会は欠席せざるを得ないが、出席できない際は事務局長を

代理出席させてもいいですか。  
 
（会長）代理出席を認めるかどうか、委員に諮りたい。  
 
（委員）団体は代理者もいるが、そうでない人もいます。個人委員の欠席時に家族が

出てくるわけにいかないので、代理を認めないと言う方向でどうでしょう。  
 
（会長）では、本懇話会としては、代理出席は認めないことにします。だたし、欠席

があらかじめ分かっている人については、事前に意見書をいただくなどの策を講

じたいと思います。  
 
（委員）２点伺いたい。第 1 点目は、まちづくり基本条例をつくると言うのは誰の発

意なのか。町長の２期目の公約にあることは承知しているが、議会ではどのよう

に議論されてきたのか。町長の意向で決めようとされたのか。  
 
（委員）一般には、議会からの提案や町民から提案する場合もあります。吉野では、
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行政側（町長）から議会に提案がありました。  
 
（委員）第２点目は、「審議内容の確認」の資料の出典を教えて下さい。  
 
（事務局）他町村の事例を参考にしながら、事務局で作成しました。  
 
（委員）事務局内部で議論してつくったのかどうか。とくに誘導性がないかどうかを

知りたいです。  
 
（事務局）まちづくり基本条例を策定する背景と意義の概要について分かりにくけれ

ば、改めて説明しなければならないと思います。第４次総計で「笑顔あふれる吉

野町」と言うキャッチフレーズを掲げていますが、根底となるべき町民憲章があ

りません。町民・議会・行政の協働でまちをつくろうと言うならば、そのベース

になるものが要る、と言うのが町長の考えです。住民・議会・行政の関係を図示

したものが資料の図であって、なんら政策的誘導の意図等はありません。町民憲

章のようなものを条例化しておきたい、と言うのが町の意思だとお考え下さい。 
 
（委員）総合計画の中で、まちづくり基本条例の様なものの必要性が読み取れれば問

題ないです。いきなり条例という唐突感があったので、質問させていただいた。 
 
（事務局）行政に携わっている人間も、職員研修等で町政運営の基盤がないことに気

付かされました。例えば、地方自治法改正で総合計画の根拠がなくなったので、

まちづくり基本条例で根拠づけることが必要となっていることなどです。  
 
（委員）「審議内容の確認」の資料の最初のページ（資料 10 ページ）に条例＝法であ

る、とありますが、町民にとってはまちづくり基本条例をつくったために町行政

との関係性の融通が利かなくなり、かえって堅苦しくなる懸念はないですか。自

分達で自分達を縛ってしまうと言うことにならないでしょうか。まず条例ありき

で始まっているので心配です。  
 
（事務局）町民の皆さんにとっては、条例は馴染みがないと言うか町民を縛るものと

言うイメージがあるかもしれませんが、町政運営の根拠となることはきちんと民

主的に議決しておくことが大事だと考えます。まちづくり基本条例は、町民生活

に直接かかわることを盛り込むものではなく、例えば、元気な吉野町をつくろう、

と言うような町民憲章的なことを決めておこうと言うことです。考え方の方向性

が違う（将来のまちの姿など）こともあるかもしれませんが、多くの人が一致す

る町政の運営の原則や柱などを書き込んでおくものです。その中では、町行政の

役割や責任、町民の責任などの大きな方向を決めておきます。施策の詳細は、総

合計画や分野別計画で書き込んでいきます。今後の議論で、場合によってはいわ

ゆる「町民憲章」的なものでいい（条例は要らない）、と言う答申になることも
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考えられますが、行政としては、吉野町の憲法をつくると言う意図で議論してい

ただきたいと考えています。  
 
（会長）よろしいですか。では質問を打ち切って、議題５に入ります。  

本審議会は、諮問書にある通り吉野町の「まちづくり基本条例」の素案をつくっ

ていくことを目的としています。先ほど「審議会の設置目的」や「審議会の進め

方」の説明をいただいたとおり、まちづくり基本条例は、今後の吉野町を住民と

町当局とでどのように運営・経営していくのかに当たっての基本的ルールを定め

るものです。ついては、町の現在及び将来の姿と、町をどのようにしていきたい

のかと言うビジョンが非常に大切となります。将来像については、今後審議会で

議論を重ねていくことにして、まずは、町の現在おかれている状況と将来見通し

をデータから概観してみましょう。審議会の発足に当たり、そのあたりの共通認

識・客観認識を持つことが大変大事と思われますので、説明をお願いします。  
 
（直田）お手元の資料とスクリーンのスライドをご覧下さい。時間の制約があるので

要点をかいつまんで説明します。ちなみに、これらの図表はすべて公表されたデ

ータ（国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所他）の結果を用いて作成して

います。  
まず、日本全体の人口の推移ですが、史上初めて減少傾向に入りました。人口

減少に対して高齢化率は高くなる一方です。吉野町の人口は 1990 年には 1 万 3
千人を超えていましたが、現在では約 8 千 6 百人、20 年で 5 千人近く減ってい

ます。将来推計は 2020 年には 6 千 7 百人、 2030 年には 5 千人、2040 年には 3
千 6 百人で、20 年ちょっとで人口は半減するとみられます。ちなみに、人口は

比較的正確な推計が可能で、地方部では推計を超えて人口減となることも多いの

です。吉野町でいえば、高齢化率は急上昇し 10 年足らずで 50%を超えます。こ

のような状況の中で持続可能な吉野町としていくためにどのような仕組みが必

要かを考えないといけません。まちづくり基本条例も、そのための仕組みのひと

つでしょう。  
今お示ししているのは、現状で推移すれば、こうなるだろうと言うデータです。

人口ピラミッドを 20 年前と現在とで比べると、いかに少子高齢化が進んでいる

か、中堅層が減っているかが一目瞭然です。次に 5 歳階級別人口の表を 5 年ごと

に示します。団塊の世代を赤の棒で示していますので、その動きに注目して下さ

い。細かい数字は後で見ていただきたいのですが、働く世帯よりも高齢者の方が

多くなる時期がそこまで来ていることが分かります。人口は減っても高齢者はさ

ほど減らないと言う状況です。高齢化に伴う社会ニーズはあまり減らないわけで、

こう言う状況に対応じた社会をどうつくるかが問われています。地区別人口は当

方で簡単な手法を使って試算しました。どの地区においても人口減少は進みます。

比較的若い世代が多い地域は減少がややゆるやかですね。  
人口異動をみると、転入よりも転出がかなり大きいと言う状況で、国勢調査に

よると、直近 5 年間で約千人が転出しています。行き先は隣町及び県内の都市部
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が多いようです。１日の人の入出も併せて示しています。産業データをみると、

働いている人の数が 2000 年には 6 千人を超えていましたが、2010 年には 3 千 7
百人足らずになってしまい、税収減が懸念されます。製造業の中では木材関連が

基盤産業ですが、製造業全体の出荷額も 2000 年に比べると約三分の二に減って

います。観光は世界遺産に指定されたこともあるのでしょうか、入り込み数は

100 万人超で推移しています。宿泊者数は波があり、今後、産業の柱の一つにな

るかどうか注目されます。将来の財政状況は明確ではありませんが、人口減、産

業の低迷にともない税収が減ることが予想されます。  
 
（委員）高齢化率は 65 歳以上人口で計算しているが、現状にあっているのか。むし

ろ、75 歳以上で考えるべきではないか  
 
（直田）高齢化率は、他都市、全国との、あるいは国際的な比較のため、65 歳以上と

しており統計上は変えられません。後期高齢者とされている 75 歳以上の比率を

見る方がより実態に即しているかもしれません。  
 
（委員）この図表は既存データから作ったもので、この程度の整理なら誰でもできま

す。これまで過疎対策をきちんとしていれば（人口減の原因をていねいに調査し

ていれば）ここまで過疎化は進まなかったと思いますが、ＮＰＯ政策研究所は、

そう言うことにも踏みこんだ調査をしてくれるのでしょうか。関わりが見えにく

いのですが。  
 
（事務局）吉野町の人口状況は全国データで作っているものだが、はっきりと見える

化したことに意味があると考えています。町でも人口減に対しては、福祉・医療

等さまざまな施策は行っていますが、現実的には効果があまりあがっていない部

分もあります。吉野町をいかに住みよいまちにしていくかは、行政の責任です。

総合計画は目標なので、それをどう実現化していくのかの仕組みづくり（条例）

を、皆さんと議論していきたいと思っています。  
ＮＰＯ政策研究所については、まちづくり基本条例策定に関する町の事務局支援

をお願いしています。いろいろな自治体で自治基本条例策定に関わっているので、

情報やアドバイスを求めているし、委員からの質問に対しても情報提供や答えを

提供いただけると考えています。中川会長も同様に、各地で策定を指導されてこ

られた専門家として委員になっていただいています。  
 
（会長）委員から意見をいただくに先だち、まちづくり基本条例（自治基本条例）と

はどういうものか、どのような意義を持っているのかなどの基本認識を共有する

必要があると考えますので、私からお話しをさせて下さい。  
  まちづくり基本条例とは、自治体内の条例体系の規範性をもう一度確立させよう

と言う狙いで策定されるもので、吉野町の憲法に相当します。吉野町が自治体と

しての存在を、議会・行政・市民で共有していくための基本認識です。  
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そこに盛り込まれるべき事は、吉野町が自治体として大切にしたい価値観（理

念）、例えば自然を守る、人権を尊重する・・・などたくさんありますが、最も

大事な理念をここで宣言します。町民憲章としての性格もあります。二つ目に、

上記三者の行動原則を掲げます。例えば、参画と協働を町政の基本とするとか、

情報は基本的に公開する・共有する、などが考えられます。次に、町民（団体）・

政治（議会）・行政（首長と職員）の役割と責務を明記します。多くの町民、そ

して将来のまちの担い手である中学生らにも、まちの仕組みを知ってもらうため

の手引きを目指します。  
団体自治と住民自治の関係性を再確認することも重要です。地方自治は団体自

治と住民自治の二つがあり、団体自治とは行政と議会のことです。私は住民自治

を３つに分類しているのですが、１つは区・自治会・町内会などの地域社会を自

分たちでまとめていくと言う面的な住民自治。２つ目は NPO など課題別の住民

自治（障害者と家族のネット、人権相談など有志市民の結社によって行われてい

る、など）。活動は奥の深さを持っているので、奥行きの住民自治とも言えます。

そして３つ目は、地方自治法に明記されている住民の団体自治への直接統制権

（選挙権・被選挙権、首長や議員のリコール、議会の解散請求、監査請求、条例

の改廃請求、陳情・請願など）です。地方自治法では団体自治への直接統制権に

ついてのみ規定しているので、他の住民自治は法的な裏付けはありません。NPO
に対しては NPO 法がありますが、市民活動を行っているのは法人格を持ってい

る団体だけではないですよね。この団体自治と住民自治の相互乗り入れが必要で、

それを「参画と協働」といいます。この言葉は、阪神・淡路大震災後、兵庫県・

神戸市などで言い出されました。大震災の後に、全国に参画・協働が広がってい

ったのは偶然ではありません。災害の体験の中で、市民の力が再認識され、同時

に行政の改革の必要もあらわになったからです。  
 まちづくり基本条例を分かりやすく言うと、誰にもわかる吉野町の自治の仕組

みの簡便手引きとなります。憲法と地方自治法等の膨大な法令を簡略版にしてま

とめる、とも言えます。それがひとつの役割です。もうひとつは、吉野町が目指

す今後の方向と決意を表明することです。そのための行動原則を示します。私は、

これまで 20 ヵ所以上の自治体で自治基本条例策定に関わってきましたが、自治

体それぞれの個性が出ています。滋賀県内では「人権」が強調されているし、兵

庫県の中山間部では「自然との共生」や「歴史の尊重」などが強く意識されてい

ます。さて、吉野町では、どの価値を選択するのでしょう。そこが問われていま

す。３つ目として、吉野町が設ける独自システムの根拠となります。例えばパブ

リックコメントにしても、条例で制度づけているところは案外少なく、要綱や内

部規定でやっている自治体が多いのです。それを基本条例でしっかり位置づけま

しょう。それから、住民投票についても議論していただきたいと思います。岸和

田市のように 18 歳以上や外国人も含めるのか、あるいは地方自治法上の条例改

廃請求手続きにとどめておくのか。他にも行政評価や公募市民も交えた外部監査

の仕組みを盛り込むことなどが考えられます。もちろん、総合計画も、現在では

自治体の条例で策定の根拠付けを行わなければなりません。基本的には憲法や地
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方自治法を分かりやすく町民にお示しする、と言うことです。  
 

条例策定の背景としては、首長さんのリーダーシップによるところが多いので

すが、政治的背景は保守から革新まで千差万別です。共通しているのは当該自治

体が衰退するかも知れない、人口減少の中で自治体が陥没してしまうかも知れな

いと言う強い危機意識です。ですから中山間地域で熱心に取り組まれる傾向があ

ります。それから兵庫県西脇市や香川県高松市、高知県高知市などの地方の中核

的都市では、もともと住民がまち（地域）を自己統治すると言う自治の伝統が強

かった地域で、住民自治をきちんと位置づけていこうと自治基本条例策定に踏み

込むケースも出てきました。その政令指定都市の代表が福岡市、北九州市です。

両市ではもう 10 年ほど前から総合型住民自治組織をつくって、自治のシステム

の強化に入っています。こういう動きがあると言うことで、決して特定の政治的

背景があるから策定する、と言うものではないことをご理解下さい。  
もうひとつは外部環境の激変と言うことがあります。超高齢化と人口減少はど

の自治体でも例外ではありません。先ほどデータに示されたように、吉野町の趨

勢は今のままではこうなると言うことですから、これ対して何らかの政策的反撃

を加えていくことは可能です。どのようにして強い自治体になっていくか。その

ためには、「議会がしっかり」「行政（首長）がしっかり」と言うだけでは追いつ

きません。住民も足下をしっかり見据え、相互に支えあう。そのような市民力・

地域力をつけていくことが欠かせません。依存心が強い住民が多い自治体は衰退

が早いのです。人材面でも、先ほど「65 歳以上で高齢者」の話がありましたが、

確かに現在の 65 歳以上の人を高齢者扱いする必要はないですが、それでも 10
年後には後期高齢者になります。地域では、役職が乱立して、団体の人材を無駄

に使っている事が多いようです。ある兵庫県の中山間部では区長を引き受けると

20 の役職を担わないといけないらしい。だから区長をやるのは大変で、自分が

当たりそうになると地域から逃げ出す人もいる始末です。これは、１人を選んで

その人にすべてを押し付けるやり方が問題なのです。誰もが総合的に地域のこと

を考える、関われる、と言う本来の姿に戻そうではありませんか。  
 レジュメの３、４は時間の都合で省略し、５の「自治基本条例原案策定までの

プロセス」の話をします。１つは条例のフレームをつくること、すなわち吉野町

の将来像をイメージしていただきたい。そこには前文や基本理念が含まれます。

ただし、審議の初めで前文を書こうとすると、地域バランスに苦慮し、まとまら

なくなりますので、前文は最後に、条例をつくる自分たちの思いを書くようにし

ましょう。基本理念もおいおい出てきますが、どのような価値を吉野町では後世

に伝えるのか決断していただきたい。現状認識のところも、不満・不安だけにと

どまらず、次のステップへの提案が必要で、それに向けた建設的議論をしていき

ましょう。ビジョンと現状との落差から、方向性が見えてきます。批判ばかりで

は自治は進みません。提案と行動、責任の分担が大事です。それが共有できれば、

改めて住民・議会・行政の役割を再確認します。そして、独自制度が必要かどう

かを検討していただきます。  
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 20 人の委員全員でしっかりした議論をするのは難しいので、分科会に分ける

ことも考えないといけません。分科会の進め方は、皆さんにお諮りしますが、２

つ設けるなら 10 人ずつ、3 つなら 6～7 人になります。ここではワークショップ

形式で討論します。これに慣れていただくと、全体会もうまく進みます。このコ

ツは、①全員が必ず発言する、②発言時間を守る（事務局に質問するなら回答時

間も含めて）、③他人の発言中は黙って聞く、④発言はポストイットに書いて可

視化し、それを確認して次のラウンドに進む、などです。兵庫県朝来市では、こ

のようなワークショップ方式で、小さな声もうまく引き出し、自治基本条例や総

合計画をつくってきました。  
司会・記録・発表などの役割を決めていくことも重要（職員に任せるか、自分

たちでやるか）です。カードに言いたいことを書くときには、楽しい文章にする

と話しが盛り上がります。例えば、「子どもが少ない」と書かずに「子どもの笑

顔をもっとみたい」とすると、前向きになりますね。  
 

まちづくり基本条例素案の確定まで、タウンミーティングやパブリックコメン

トで出た意見に対する回答文の「監修」も必要です。条例解説書も、原案は事務

局がつくるにしても、審議会委員として意見をしっかり述べる必要がある。条例

が議会で議決され、確定すれば、審議会でつくった解説書を基に、行政の責任で

解説書を作成する事になります。  
 
それでは、ここで、これまでの説明や私のお話、そして吉野町まちづくり基本条

例に期待することなど、各委員のお考えを一言ずつお聞きしたいと思います。  
 
（委員）私は、吉野町を笑顔あふれるまち、元の吉野町に戻したいと言う願いを持っ

ています。少子高齢化などいろいろな問題はありますが、それだけを言っていた

ら前に進まないので、どうしたらいいかを考えないといけません。奈良県は大学

進学時に他県に行ったきりになる率が全国一高いと聞きます。地元に生活基盤、

就職する工場などがないからだと思われますが、だからどうやって若者に帰って

きてもらうのかを考えないといけません。吉野町では、高齢者が先に立って物事

を進める必要があるので、高齢者を巻き込んだまちづくりをしたいと思っていま

す。  
 
（委員）郵便局の仕事をしていましたが、その前は引っ越しだけで 20 回以上と各地

を転々としてきました。各地で出身地を聞かれ「吉野」と答えるだけで、「ああ、

南朝の」「桜の」と奈良県にあると言わないでも分かってもらえました。歴史的

にも環境の良さでも全国で魅力が認識されているまちだと感じました。吉野町に

戻ってきて 10、20 年の間にも過疎化が進み、危機意識を持っています。子ども

のころ祖母が「西行さんがな」と歴史上の人物を知り合いのように話していた記

憶がありますが、そういう認識を住民が共通で持つことが出発点になると思いま

した。吉野には平地がありませんので産業誘致はうまくいきません。外から人に
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来てもらうには、観光だけではなくて、都市住民には古民家や田舎暮らしが注目

されているので、吉野町住民が気付かない魅力を発見していく必要があります。

吉野山だけでなく、津風呂湖、国栖地区、そして上市の路地が続く街並みなど、

6 地区を面としてつなげていくことが大事だと思っています。  
 
（委員）建築の仕事をしてきました。今年から飯貝区長をしていますが、地区の人口

はどうなっているのかと思い、町から資料をもらって分析したら、将来は悲惨な

状況になることが分かりました。飯をくっていく種としての産業がないと言うこ

とです。どうするかと言うことで、４月頃から提言書を作成して、町に提出しま

した。その中で、どうすれば仲良く健康でくらしていける場をつくれるかなど、

いろいろ謳っています。産業で言えば、材木は構造材から装飾材に切り替えてい

かないと需要が伸びず、産業も新たな方向を開拓していかないといけません。ま

た、春には吉野山の桜を観に 50 万人超が一気に押し寄せますが、後の時期は閑

古鳥が啼いています。どうすれば外部の人が吉野に目を向けてくれるのか、難し

い課題です。地域のことでは、次の区長選びが一番の壁です。みんながすっと引

き継いでくれる区になってほしいと思います。  
 
（委員）委員の中では若い方かもしれません。区長会長から推薦があって来ています。

大学生の子どもが 2 人いますが（東京・神戸）、卒業後はどうかわかりません。

帰って来いとは言いにくいです。仕事があれば、2 人とも町が好きなので戻りた

いとは思っているのではないかと推測はしているのですが。まちづくり基本条例

についても少しでも意見が言えればと思っています。自分自身、スポーツクラブ

にも携わり、毎月曜、運動公園でグラウンドゴルフをしていますが、高齢者が元

気なのに驚きます。この人たちが若いころは、さぞ町も活気があったのだろうな

とも思います。この先も、みんなと楽しく過ごせるまちにしたいです。  
 
（委員）地区の活動としては、社会福祉協議会の委託で月１回の高齢者への弁当の宅

配活動を行っています。しかし地元では、「みんなでしよう」と言うより「あの

人らが勝手にやっている」と言う雰囲気があります。ボランティア活動なので有

志でやるので、そう言われてもかまわないですが、お願いしてもやってくれない

人もいるのが悩みです。まちづくり基本条例では、「住民自治・参画」のところ

がポイントになると思います。住民の参画を促す条例にしたいです。  
 
（委員）委員に選任され、とりあえず勉強に来ました。しかし、皆さんのようなまち

の将来を語るところまではいっていません。私の思うところは、吉野町で亡くな

った人が、人生の「最後がこの町でよかった」と思えるような吉野町にしたいと

言うことです。すべてが右肩下がりなので、人口を増やすような絵に描いた餅の

ような話はしても仕方がないと思っています。現実を見据えて、吉野町をどうす

るか、と言う話をしないといけないかな、と漠然と思っています。楽しみに参加

させていただきます。  
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（委員）区長会の会合で「橿原の方から吉野に移り住んで家を建てたい」と言う要望

があるが、農地転用に関する法律があってすぐにはできないという話が出ました。

何年も待つなら他所へ建てる、となって移住希望者をみすみす失っているのは大

きな問題だと思います。息子らの家を建てるときも同様で、困っていると言う声

も聞きます。ですから、都市計画の見直し（ゾーニング）を柔軟にすることを考

えてもいいのではないかと思います。今後、それに関する意見も出てくるかと思

いますが、移住したい人を断るようなことはしたくないです。  
 
（委員）NPO 吉野千年の森の代表をしています。上市生まれですが嫁ぎ先は吉野山で、

林業をしています。若い時には吉野から出たいと思ったこともありましたが、こ

こで一生を過ごすことになりました。友人が放送局のディレクターをしていて、

阪神・淡路大震災後に、被災地の子どもたちのために何かをしたいと相談され、

吉野の森で子どものキャンプを開催する活動をしてきて、13 年目です。毎年夏

に子どものキャンプをしています。その後、2011 年に雪害で父の持っている山

の木が 4 千本一気に倒れた際に、全国からメンバーが集まって NPO を設立の運

びとなりました。今は掃除を中心に森に入っていますが、子どもたちが手伝いに

来てくれるのです。森での経験がきっかけとなり、子どもたちが自主的に街中の

清掃もはじめ、ｉパッドやパソコンを使ってその様子や吉野の良さなどを、英語

を使って世界に発信するようになりました。先輩方のように吉野を思う熱い気持

ちを大切にしたと思っています。今回の審議会は、地域に安全ネットを張ること

につながると思い、うれしい気持ちで参加しています。子どもたちに歴史や森や

自然を伝えたいと言う思いで NPO 活動を行っていますが、若者を引き寄せる美

しいまち、暖かい人がここから生まれることを願っています。将来は、吉野で、

世界子どもサミットを開催したいと思って活動をしています。最初は小規模でも

いいから、地球への思い、どんなまちに住みたいのかなどについての子どもの声

を集めたいと思っています。  
 
（委員）議会で当初、審議会に委員を出すかどうか全員協議会で話し合いました。議

会はチェック機能と同時に政策提言を行う時代、と言うことで出すことになり、

私と濱田議員が選ばれました。議員でありますが、町が大好きな町民の一人とし

ても参加したいと思います。議員としては、議会基本条例も作りたいと思ってお

り、議会の公開性とともに、議会のあり方をきちんと位置づけていきたいと考え

ています。コンパクトシティなど、地方では国の政策どおりにはいかないことも

多々ありますが、地域の独自性を出していかないといけないこともあります。ま

ちづくりは絵に描いた餅にしないことが大切ですが、絵に描かないと餅も食べら

れない（ものごとは実現しない）ので、絵を描くところから始めたいと思ってい

ます。先ほど発表されたように人口統計は多様な見方がありますが、減っていく

のは間違いありません。それに対し、交流人口を増やすことを目指している地域

もありますので、広域的な立場から条例審議に参加しようと思っています。  



15 
 

 
（委員）まちづくりの定義は、ハード面ではなくソフト面だと思っています。現在の

過疎の状況は吉野町に限らず、あえて言えば東京以外は何処もそうなっています。

戦後の日本人の価値観が、経済活動がそうしてきたので、そう簡単に過疎はクリ

アできないでしょう。そこで、どうまちづくりをするかですが、それは、「自分

たちがいかに面白くそこで生きていくのか」と言うことだと思います。他人のた

めではなく、自分たちが面白く生きる。それを見て周囲が魅力を感じてくれる。

今のこの町で、誰がどう生きているかが面白さの、つまりまちづくりの根本です。

若者離れなど寂しい話ですが、その問題を追いかけるのも大事ですが、自分たち

が面白おかしく、いきいきと生きることが基本だと思っています。議員になる前

もまちづくり事業やイベントを多数手がけてきましたが、他人の為ではなく、自

分が面白がってやってきました。みなさんが喜んでくれることがまちづくりだと

思います。  
 
（委員）２年半前に吉野町に移住してきました。上市で小さなお店をしながら西谷に

住んでいます。たくさん話したいのですが、個人としては感受性が強く、夢が多

くて、行動力があるので、動きすぎたら皆さん止めて下さい。准看護士の資格を

持っています。主婦や子育てをしてきましたが、子供も成人したので、子育ては

卒業。やりたいことをしながら生きたいと思っています。さきほど委員が言われ

たように、死ぬ時に良い町だと実感したいと言うところから吉野町を盛り上げて

いきたいと思っています。以前は大和高田市にいましたので、吉野町で開店する

ときに「こんな所で商売が成り立つの」と不思議がられましが、そのように心配

してくれる人がいる限りは楽しく過ごせると思って吉野へやって来ました。地縁

がないので吉野町を盛り上げたいと言ってもなかなか信じてもらえませんので、

とりあえず町が推進することに参加することから始めようと思って、イベントな

どに参加してきました。昨年、森林セラピー養成講座の講習も受けましたし、小

水力発電の活動にも参加しています。最近では「木の駅プロジェクト」の社会実

験にも興味を持っています。吉野町は何もないとはいえ、きれいな自然や木材が

あるので、その魅力を皆で広めていくところから始めたいと思っています。また、

まちに子どもを増やしていきたいので、子育てサポーターにも参加し、出生数を

上げるには、観光に来てもらった人に魅力を伝え移住してもらうように持ってい

きたいです。  
 
（委員）1 月末に東京から吉野に 40 年ぶりに帰ってきたところ、東京と吉野の差を感

じます。広報には「美しい村連合」に加入していると書いてありましたが、現実

にはギャップがあるように思われます。自分が住んでいる足元からできることを

始めて行きたいです。  
 
（委員）中川会長には「最後まで頑張ってとおつきあい下さい」とお願い申し上げま

す。  
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（委員）1 年後には、まちづくり基本条例ができ、住民の指針になっていくでしょう。

その審議会委員に選ばれた責任を感じています。私は学生時代から地方自治に関

心を持ち、吹田に研究に行ったりしました。地元では、自治会の役員を 20 年や

っています。不幸にも殺人事件が起こったところなので、防犯カメラの設置など

で走り回りました。自治会で 110 世帯にアンケートも実施したので、その経験を

生かせればと思います。気をつけたいのは、絵に描いた餅にならないようしたい

と言うことです。  
 
（委員）80 歳を超えています。なんでこんな年寄が、と自分でも思いますが「公募に

応募してはどうか」と言うお薦めがあったので、今は隠居をしていますが参加さ

せていただきました。若い頃は林業をしていましたが、当時は 40 人の従業員が

おり、さらに今はありませんがボウリング場もやっていまして、底での 30 人と

合わせ計 70 人を使っていた経験を持っています。人をたくさん使っていた経験

があるので人を見る目があると期待され、町政にアドバイスをしたこともありま

す。町議会議員も 6 期 24 年務めました。昨年まで老人会の役員も２年やりまし

たが、今は楽隠居。町長とは古い付き合いなのでなんとか支えたいと思っていま

す。  
 
（委員）吉野町ボランティア連絡協議会会長として、第４次の総合計画にも関わりま

した。難しい内容だったので、それを具体化するためのまちづくり基本条例策定

審議会に参画できるのを嬉しく思っています。吉野町が良いまちになっていくよ

うに、勉強して自分なりの意見を持って発言したいと思います。  
 
（委員）吉野町人権のまちづくり推進協議会から来ています。それ以外には楽しいま

ちづくりをやっていますが、やればやるほど役場の方がよそを向いてしまうと言

うことがありました。まちづくり基本条例ができたとき、町民みんなで作った条

例なので、一緒に育ててもらいたいと思います。  
 
（委員）それぞれの議題の時に意見を申し上げたい。吉野町民生児童委員協議会の立

場から言いますと、高齢化社会を反映して活動が大変増えています。より良い吉

野町になってほしいと言うのは共通認識だと思っていますので、そのための努力

は惜しまないつもりです。  
 
（委員）吉野町商工会会長ならびに奈良県の商工会連合会の会長を引き受けています。

吉野町は素晴らしい歴史、観光、木材のまちと言われていますが、地場産業は高

齢化が進み後継者が出て来ないのが現状です。20 年前は小規模共済に加盟して

いる事業所が 1,100 ほどありましたが、今では商工会加盟数は 520 名と半分に減

ってしましました。商業を中心とした上市地区が寂れ、商店街も商工会と共に必

死になって努力をしています。観光といえば吉野山で、すばらしい歴史と伝統の
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あるところで、誇りに思っています。吉野では事業所を後継者が引き継いでくれ

ているので嬉しく思っています。特に青年部（60 数人）と女性部（約 100 人）

ががんばっていて、吉野町全体が発展するよう頑張ってくれています。吉野山、

津風呂湖、国栖の３つの観光協会が連携しており、商工会としては責任の重大さ

を感じています。地場産業は、木材、和紙から割り箸（60 軒、）まで、不況と言

いながら後継者がものづくりをがんばっています。しかし、木造住宅が減ってい

ると言うことで材木は不況に陥っています。商工会の事業は金融・税務・労務の

３本柱です。国の雇用保険関係の全国理事に選ばれたので、昨日は東京に行って

いましたが、東京はオリンピックを控え活気にあふれている様子です。その中で

も「吉野から来ました」と言うと「素晴らしい所ですね」と言ってもらえます。

吉野は全国に誇れる町だと言うことを再認識しました。  
川上郷と上吉野連合会と言う２つの木材市場があって販売をしていいますが、森

林組合は吉野町と大淀町、東吉野村の３組合が合併して合理化し、吉野全体の活

性化に結びつけていこうとしています。ザ・パックと言う東証一部上場の会社が

ありますが、都会の人に吉野の良さ、木材の良さを情報発信してくれているし、

桜も植林してくれています。ミドリ電気も吉野の山を中心に社会貢献活動を行っ

ています。  
まちづくり基本条例策定においても、まちづくりの面から貢献したいと思います。 

 
（会長）皆様方から一通り自己紹介や抱負を語っていただきました。地元の方ばかり

なので互いに顔なじみかと思いますが、全員が発言すると見えてくるものがあり

ますね。ある委員からまちづくりは「ハードではなく、まちの仕組み（ルール）

と言うソフトをつくる」ことだと言う発言がありましたがその通りです。夢ばか

りを語っている訳にいかないので、それぞれの思いをどう条例の条文に落とし込

むかに問題意識を集中して下さい。  
先進事例等を参考にし、吉野町独自の仕組みを考え、そこに委員みなさんの想い

を盛り込んでいけば、いい条例が出来ると思います。今日のご意見は、今後の審

議に参考にさせていただきます。  
 
（委員）すでに大和郡山市等各地で自治基本条例ができていると聞きました。まちづ

くり基本条例とはどんなものかを知るために、次回にはどこかの事例が欲しいで

す。  
 
（会長）用意はすでに出来ていると思いますが、大和郡山市、生駒市などは私も関わ

りましたし、最近の条例を含めてお示しできると思います。  
 
（委員）情報公開条例など、関連する吉野町の条例を読んでみたいのですが、どうし

たらいいのでしょう。  
 
（会長）事務局は、自治体の独自規定を入れるための条例に絞って、つまり、地方分
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権に関わるもので、情報公開、行政手続きなど、あるものを提供して下さい。基

本条例の中で「これこれについては別に条例で定める」と規定するやり方もあり

ます。  
 
（委員）基本条例の中に盛り込める条例もあると思います。  
 
（委員）各地の先進事例は事前配布をお願いします。開催案内送付時に同封して下さ

い。  
 
（委員）総合計画の概要版だけでなく、総合計画本体もできれば目を通してほしいと

思います。  
 
（事務局）残部を確認します。  
 
（会長）総合計画は 2011 年からスタートしているので、概要版は各戸に配布してい

ると思いますが。  
 
（委員）この会議の議事録はホームページで公開するのですか。  
 
（事務局）審議会に関しては、資料や議事録も公開を考えています。  
 
（委員）できるだけ細かく公開していただくことが大切です。事務局は大変でしょう

が頑張って下さい。  
 
（会長）事務局は大変なので、思いやっていただきたい。  
  最後に事務局から連絡事項をお願いします。  
 
（事務局）次回は 11 月 21 日、13 時から、本日と同じ会場で開催します。以降、12

月 16 日、１月 17 日と日程が決まっています。  
先行事例については事前に案内文書に同封するようにします。町では条例をホー

ムページで閲覧することができませんので、必要なものを用意します。欠席され

る委員には議事録を見ていただくようにします。また、事前に意見を提出いただ

き、会場で発表することができるようにしますのでお申し出下さい。  
本日は長時間、ありがとうございました。振込先の口座指定の用紙を提出して下

さい。                             （閉会）  


