
第２回自治基本条例策定に向けた専門部会（2020.8.17）源津委員グループ議事概要 

メンバー：源津委員、新田委員、村上委員、京屋委員、佐竹氏 

事務局：今瀧課長、田野 

 

Ｑ１ このチャートは情報の課題を適切にあらわしていますか？ 

・伝わっているけど、「わからない」「難しい」はある。 

・「知らない」「聞いていない」に加えて「見ていない」もある。ネット、無線、紙と発信

はされているけど。役場としては努力しているが、受け手側の問題でもある。 

・自分ごとになっていない。利益のある人以外は「興味がない」「関係がない」と思ってい

る。受け手の問題はどうしようもない。 

・きちんとした情報が出れば見る人は見る。出し方もある。 

・伝わっている情報はどんな情報かを見てみるのも良い。例えば、給付金の情報であれば

伝わっていると思う。 

・これは関係あるとかないとか、見出しではわからず、全部読んでみないとわからないこ

とが多い。 

・関係ある情報は自分から取りに行く。 

・（役場が）伝えようとする情報が自分に関係するかどうかは町民が判断すべき。 

・防災無線は関係ない情報がほとんど。防災以外の情報が多いのでセレクトできたら。 

・逆にその情報が重要だと思う。まちの人が知っておいた方が良い情報が流れている。 

・若い世代の子育て支援に関する情報は聞かれていると思う。年代によって異なる。 

・耳から入ってくる情報は目で見るより頭に残る。防災無線は情報源として良い。 

・広報も週刊誌みたいになったら。見出しで惹かれるような。 

・町民が寄稿する記事、コーナーなどがあると関心がわくのでは。みんなが関心を持てる

ようなことにお金をかけていくべきと思う。 

・広報は役場の伝えることが多く出ているが、町民からの声が載ると良い。 

・民間の取り組みについても、広報に載せていただければ。福祉関連の事業所の活動を発

信する場が少ない。防災無線は役場に関係する機関に限定されるので。 

・広報の折り込みチラシは活用できる。ネットワークすずらんの会員募集などはチラシの

折り込みをしている。 

・役場の発信だけでなく、町民も発信ができる広報を。公益的なものであれば。広報だけ

でなくホームページもそうなれば。 

・わからないからといって役場にわざわざ電話をかけて聞くことはしない。 

・ことば遣いを町民レベルに合わせてもらう。中学生でもわかる程度に。 

・短くすることも大事。長いだけで読みたくなくなる。工事の発注は読まない。 

・チャートも入れてわかりやすく。 

・情報発信は専門職にした方が良い。2～3年で担当者が変わり、0からになるので。ある

種、設計ができるできないといった専門的な領域。全体のトーンもそろえられる。 

・ＩＴを使うことで、その人の関心ある情報を結び付けることができる。（広告のような） 



・水曜日の会に参加する人は比較的役場に文句のある方が来る。その人たちが重要。関心

がなければ文句も出ない。すごくパワーを持っている。その人たちが役場の情報に対し

て話をするときに、前後の背景を少し説明することで納得してもらえることがある。情

報が簡単になりすぎているため文句が出ていることもあり難しいと感じている。 

・背景説明は大事。ただし、長くなる。 

・コミュニティが小さくて、住民と役場が近すぎる。役場に対しての文句を言うと、親戚

の親戚が相手になったりする。 

・文句ということが相手の人格に対するものとかではなく、お互い意見を言い合える雰囲

気になりたい。前向きにどうしようかという議論になれば。そういう意味では、情報共

有と町民参加以外にも「関係性」や「信頼性」といったものがあるのではないか。なれ

合いとはちがう。 

 

Ｑ２ 町民参加に必要なことはなんですか？ 

・パブリックコメントはもっとやったら良いと思う。 

・パブリックコメントは遅い。言っても変わらないタイミングで出てくる。町民の意見に

対して、役場の考え方が出てきて終わる。そこが言っても変わらないということになる。 

・この検討部会の議論も町民の声を聞いた方が良いと思う。 

・情報伝達コストが高い気がする。デジタルの世界にいたからかもしれないが、紙に落と

すとすごく高くなる。過去に民間のトップが直接ツイッターで利用者の声を聞いて、や

る、やらないの判断をしたことがあったが、それはすごく早かった。 

・情報伝達手段の全てをカバーできないと不公平になる。高齢層は「ネットは見ない」、若

者は「紙は見ない」。 

・町民の意見を聞くということについて、9 月頃から次年度予算の検討に入ると思うが、

一つは昨年も実施した町民提案事業、他にもパブリックコメントがある。あまり意見は

出ていないが。 

・パソコンを全家庭に配って使えるようにしたら。防災無線のように。ひとり暮らしの高

齢者であれば広報だけでなく見守り支援にもなる。 

・町民の意見を聞く手段は、アンケート、パブリックコメント、提案事業。今のところこ

れくらいか。 

・公式な委員会や協議会もありすぎるくらいある。一度それらを整理しておいた方が良い

のではないか。 

・町内会もある。町長との未来トークもある。 

・参加機会についての効果検証をしていくという課題はある。 

・参加機会が増えているということは事実。 

・意見は出てきても結果は変わらないという改善点はあるから、制度をチェックしていく

必要がある。 

・行政としては各課で町民の声を聞く団体を設けているが、町民からすると縦割りをされ

ると困る。そういった部分で通じてないというところはある。 



・意見は記名式にするべき。発言に対する責任はとるべき。匿名は良くない。 

・自治基本条例は町民も責任をとるということ。町長、議会、町民、行政と役割を。 

・景観条例などは自治条例と合わせて一つにすることはできないか。 

 

Ｑ３ 「こうなったらいいな」のための手段は今どんなものがありますか？ 

・先ほどの話では、広報誌、防災無線、ホームページが基本の 3つで、内容を充実させる

ために専門的にやっていってはどうかという話があった。意見を聞く場としての業界・

団体や各種委員会・協議会はどれくらいあるのかといった話もあった。 

・意見を聞いて、結果を教えてもらって、みんなで評価してという 3つがそろってみんな

が満足するか、幸せに暮らせるかということ。そういう働きにそれぞれなっていれば良

い。 

・デジタルの先にアプリもあるかもしれない。パッドのようなものを配るのであれば、美

瑛町アプリのようなものを入れることで、プッシュ型の情報を発信できる。テレビにも

つなげられる。 

・メールで意見を出し過ぎるとうるさいと思われる。またこいつかよと。 

・そこの部分が「ありがとう」となれば良いのかなと。ここに出ているのは方法であるが、

そういう部分が残ったら、言っても聞いてくれないとか、決まってから出てくるとか、

結局そうなってしまう。どうしたら役場とうまくいくか。 

・AIを活用する方法もある。日本中から届くクレームに対して AIが判断して回答する。1

文目には、「ご意見いただきありがとうございます」となるが。 

・今日のテーマにないのは、どうしたら回答をもらってうれしいとかわかったとかになれ

るのか。クレームが顧客とメーカーをつなげるという事例もある。そういう風に町民と

役場がなれると良いなと。 

・ある事業を進める際に掲示板で意見を募集し、何千件の意見が集まったことがある。そ

の全てに目を通すと、自分達では気づかなかった本質的な指摘もあったりする。そうい

うものを誰もが見える形でピックアップして改善していくというやり方はある。 

・方法としてこのようなものはあるが、それをどのようなやり取りで良い方向に持ってい

くか。今日のテーマにはないが。 

・条例の精神や理念みたいになる。役場と町民の関係。 

・そういったところがしっかりしていけばこの手段を使ってと考えられる。 

・興味や思いを強く持っている人が意見を言ってきている訳で、それを続けていかなけれ

ば。まちづくりに町民が興味を持ち参加して、まちを変えていく、作っていくとならな

ければ。 

・役場にも町民にも色々な人がいるが、そこが歩み寄らなければずっとかみ合わない。役

場に言っても変わらないとか、どうせ無駄といった雰囲気になる。ただし、この人には

言ってみようとか、そういった感情があるのも事実。役場に相談しにくいと思ってしま

うのは、そこの関係性にもよるのかなと思う。 

・議員さんはある意味その間に入る役割ではないか。 



・どこかのまちには「すぐやる課」といった部署がある。窓口を一つに。病院でいう総合

窓口のような。企業でもそのようなかたちになっている。 

・その担当者は相当な情報量を持っている必要がある。 

・役場職員は複数の部署をまわるので可能では。再任用の元課長職とかであれば。そこで

解決することもあるかもしれない。 

・ホームページで町民からのＱ＆Ａを蓄積していくこともできるのでは。 

・民間の検索エンジンには必ずヘルプを置くルールを設けていたりする。 

・職員も少なくなっていくので、デジタルをうまく活用して専門の人にやってもらうのは

ありなのかなと。 

・情報共有と町民参加、全くできていないというわけではなく、色々と今あるものの改善

を含めて見ていく必要がある。専門的なものを平易なものにしていくことは良いアイデ

ィア。現状の手段（広報誌、防災無線、ホームページなど）を町民参加ができるように

双方向に改善していくことも必要。 

・この場で出た「こうなったらいいな」ということが進んでいくためには、役場の人にも

それが大事と思ってもらわなければならない。そういう意味では信頼関係といった言葉

が出たが、価値観というのか、そのようなことを模索していく必要がある。 

・町民の方も役場に対応してもらったら「ありがとう」と思えるような。そんな関係性が

大事な気がする。町民主役のまちづくりではあるが、専門的なことは役場に委ねている

部分がある。そこは信頼関係ということになるのではないか。 

・今どのような委員会があるのか知らないので、役場でわかる範囲で教えてもらいたい。 







第２回自治基本条例策定に向けた専門部会（2020.8.17）瀨野委員グループ議事概要 

メンバー：瀨野委員、佐渡委員、佐々木委員、山前委員 

事務局：安藤、竹本 

 

 前 段  

・情報共有と町民参加の課題、条例を作るうえで情報共有と町民参加はとても大事だとい 

うところから、スタートしている。 

・情報共有については、人によってまちまちで、町民参加についてもきちっとした定義は 

ないと思う。それを話し合いながら、どう条例に盛り込んでいくか、その後役場が動か 

すときにどういったシステムが考えられるか、どんな情報共有のツールがあるのか、グ 

ループで考えていきたい。 

 

Ｑ１ このチャートは情報の課題を適切にあらわしていますか？ 

・情報共有については、伝えるのは役場の役割である。分かるというのは町民が分かると 

いう意味。 

・役場では、広報誌の発送、ホームページを作成して見てもらう、ラインなど色んな手法 

で情報を伝えながら情報を共有し、まちづくりに参加してもらう流れを作っていきたい。 

・町民１万人が、情報を知らない、情報を得ても理解していないのではという中で、そう 

いった方々に、どううまく理解してもらい、まちづくりに参加してもらうかの第１ステ 

ップとして、今、情報が町民の方々にどう伝わっているのか、欲しい情報が取れていな 

いのでは、など課題があるのではと課題を想定した。 

・現状の課題とそれを埋める施策について、現状の流れがあっているのか確認をしたい。 

（委員意見） 

・ラインについては、あまり使っていなく、よくホームページを見ている。 

・ホームページについては、よく見るが伝えるという意味で、情報量は多いが探しづらい 

というのが印象。なかなか欲しい情報にたどり着かない。 

・過去の条例を調べたくて、条例を検索しても出てこない。 

・条例については、大事なものなので標題があって分かりやすくてもいいと思う。 

・探し方なのかもしれないが、情報公開条例などにたどり着けない。 

・条例の検索方法として、例規集からというが、そもそも例規集という言葉が分かりづら 

い。例えば「条例及び例規」などの表現の方がまだ分かりやすい。 

・ホームページが使いやすいとはいえない。理解度と使いやすさが必要かと思う。 

・広報についても慣例化しているが、変に変えると読みづらいのでは思っているのでは。 

・広報は、作るために作るのではなく、読んで理解してもらうために作ると考えると、町

民の言葉でちゃんと伝わるように書くことが第一である。 

・例えば条例の検索については、「まちの決まり」などの表現だと興味を持たれ、わかりや 

すいかと思う。誰もがわかりやすい表現がいいと思う。 

・情報を提供しても、興味を持たなければ見ないので、情報の共有は叶わないということ 



になる。 

・中学生などもわかるように条例を「お約束事」などの言葉で、町民の関心を引くという 

やり方もあるのでは。 

・伝える言葉を選ぶということは大事である。 

・行政に関心を持っている子どもが、情報をキャッチしやすい環境を作ることも大人の役 

割かと思う。 

・広報についても、見る時と見ない時などあるが、回覧板についてはよく見る。緊急的な 

こともあるので。 

・回覧板については非常に有効と考える。広報一冊よりも、一枚ものの方が特別なものか 

と思い必ず見る。広報に挟んでいる折込ではだめで、一枚ものが有効だと思う。 

・パッとみて、細かい字でいっぱいあると読めないかもしれない。わかりやすいチャート 

式で現在策定部会がしていることを伝えるといいと思う。今、ここでやっていることを 

 誰も知らない感じがする。 

・役場では、どの情報をどれだけ伝えればいいかという判断が難しい。 

・一枚の中に大枠が書いてあって、詳しいことは、どこで聞いてくださいだとか、これが 

あるかないかで全然違う。ホームページのどこどこにだとか、広報何月号のどこどこに 

載っていますなどの記載が必要。全部を載せることは不可能である。 

・今、大枠でいいので、こういうこととこういうことが町民参加でやっていますというこ 

とを伝えないと、町民の方々は理解できないのでは。 

・興味ある人しか、いかないかもしれないが、こういうことをやってるんだということだ 

け分かるといい。誰がやっていると公開しなくてはならないと思う。 

・発信はしているが、町民の声の吸い上げの方法がない。 

・一枚ものの情報に、ご意見をお聞かせくださいと書けば、書く人もいるかもしれない。 

・吸い上げの方法として、ホームページを使うとか、役場のまちづくり推進課に行けば、 

意見を引き継いでくれるなどの流れがあると分かりやすい。参加しやすいかもしれない。 

・広報については、情報量が多すぎて入る前にやめてしまう。デパートもフロアだとかに 

いっぱいありすぎて、探すのが嫌なので帰ってしまう。探すのが面倒なので拒否してし 

まう。 

・町民に広報などを通じてすべてを分かってもらうことは不可能。ピンポイントの情報、 

季節ごとだとか、イベントなど要所要所だけ伝えて、いつも対応して欲しい人は、この 

ページへいってくださいとして、福祉や教育などが考えられるが、それ以外の人は見な 

くていいとしないと、情報量が多すぎて拒否してしまう。 

・情報をどう扱うかは、受け手側（町民）の問題で、役場としては、町民に向けて発信す 

ることになるので、その中で役場でどこまで端折ればいいかは、役場での選択は難しい

と思う。 

・広報においては、タイトルや写真などで引き付けて、あとはホームページでのリンクで 

表現できれば。 

・ホームページのアドレスもいいが、キーワードを「これとこれを入れでください」とし 



てもらえた方がありがたい。これとこれを入れればパッといけるといい。 

・ただ、これを活用できるのはホームページを見れる人に限られる。 

・ホームページを見れない人のためにも、広報誌を公共施設に電光掲示板のような形での 

せるのもいい。眺めて待っていれば町の情報が見れるというのもおそらく必要ではない 

か。 

・古い役場庁舎では、掲示板の横を通って庁舎内に入っていたので、いろいろな掲示を見 

ることができた。今は、町民コーナーは角にあるのであまりいかない。 

・駅の掲示板とか、公共施設、病院などの掲示板を活用し町の情報を掲示するのもいい。 

 道新とか行くと、ガラスに貼ってある。みんなが立つ場所、待つ場所に貼ってあると見 

ると思う。また、掲示板への誘導ができるよう案内（広報等で）ができるといいと思う。 

・役場の掲示板の場所を変える。みんなが座って見れる場所など。 

・町立病院の待合なんかもいいと思う。 

・ホームページとラインと広報と防災無線が役場の情報を発信するツールである。 

・防災無線は聞いているのか。（委員２人は全然聞いていない） 

・込み入った情報は、ホームページと広報がいい。割と広くいきわたるという意味で。 

・広報の上に１枚あって、何ページに何が書いてあるという情報があれば、広報を見そう。 

・広報の表紙に書いてあるが、もっとわかりやすくあるといい。 

・今回はＡ４の半分の記事で、自治条例の検討を始めたことについて載せていく。 

・広報でどのように興味を持ってもらうか考えていきたい。取り組み（条例策定検討）に 

ついては、かなり優先度が高いと思う。 

・今回の条例策定検討について最前線で広報していっていいと思う。 

・策定にあたり、町民の意見は吸い上げるのか。（仕組みとして、まちづくり提案、まちづ 

くり委員会、行政区長、町内会長会議などの場がある（事務局回答）） 

 

Ｑ２ 町民参加に必要なことはなんですか？ 

・行政区長会議が年に２回あるが、中間にもう１回あってもいいと思う。春は、道路環境、 

町内のイベント関係、秋は除排雪関係、年末年始の役場の体制などを紹介して終わり。

そうではなくて、区長にお願いをする場ではなくて、区長から話を聞く場があってもい

い。 

・現在、区長などから話を聞く場がないので、１回ぐらいあってもいい。 

・過去は行政区ごとに話を聞く場があったのでは。 

・そういった場の方が一番話を伝えれるのでは。 

・前回２回ぐらい移動町長室をやったことがあるが、説明は全部課長がやって、町長はみ 

なさんが言うのでやります。という形でこれまで進んできた。新しい町長がどのように

考えているか分からないが、話をまとめてどのように進めるかが問題である。 

・情報のコミュニケーションがクリアだといいと思う。 

・今の新町長が、意見を吸い上げるのはいいが、決定までのプロセスを公表してくれるの

かどうか。 



・町民は決まったことにお手伝いはすると思うが、そのプロセスがわからないと嫌だと思

う。 

・そのための情報共有である。 

・小さな会議がたくさんあってもいいが、区長は外せないので、区長から聞く場はあるべ

きだと思う。 

・区長と役場が集まって話をする時は、これをします、お願いしますというやりとりで終

わっている。 

・行政区にしても、郊外と市街地は違うので、意見交換をしやすい場を作ることが必要で

ある。課題に相違がある。 

・市街地、郊外、混在、高齢者の多い地域などそれぞれあるので、進めるプロセスは何通

りもある。 

・町民は陳情してやる事業の説明会については出向いていくが、国の事業の説明会などは

出向かない。この場合は、行政が出向いて説明をすることになる。取り組む内容によっ

て町民が興味を持つかアレルギーを持つかに分かれる。 

・今回の話は、条例を作ることに関しての情報共有なのか。 

・町民がまちづくりに参加するためには、情報持つことが必要である。 

・町民の人たちの意見が、条例にできるんだということを絶対的に伝えるべき。 

・今のままで十分という人は必ずいる。聞いたところで別にいいという人はいる。 

・そこのことは考えなくていいのでは。そういった人もいることを押さえておく必要はあ

る。 

・全部が全部、町民一丸とはならないということだけは。 

・興味を持たない、見ない、自分から進んで知ろうとしないけど、何かおりてきたときに

は、結構文句は言う。それは困る。 

・創造的な未来を町民が参加してつくるというのは、情報からスタートするというのが一

つの考え方である。１０人いたら１０人意見が違うかもしれない。しかし、情報がそこ

になければ、創造的な未来はつくれない。 

・創造的とは、価値創造という意味で、自分の中に情報をインプットしていって、どの情

報を使って未来を創造するか、ひとりひとり考え方が違う。その違う考え方を町民参加

という形で大勢の人の考えをまとめ上げていくという作業が必要となってくる。 

・情報と町民参加の重要性はここにあると思う。 

・いろんな人がいて、今で十分という人もいる。なぜ条例があるのに作るのかという人も

いる。これについては、発議する人たちが説明しなくてはならない。 

・創造的未来を子どもたちに残したいのであれば、今の美瑛町がこのように出来ていると

いうのも情報で、ここからスタートしましょうと、そこで町民の参加、町民の力を貸し

てくださいということになる。そこに行ったときに少しずつ回り始めると思う。 

・行政区の人たちの意見を聞く場所は大事だと思う。何かあった時の説明会ではなくて、

町民のみなさんの意見を聞かせてくださいという場が、無条件で必要かもしれない。 



・町長がいたらしゃべれない。担当課長にはしゃべれるというのはあるので、そういう時

間も持つべきだと思う。 

・無条件にみなさんの意見を聞かせて欲しいという場が必要である。 

・区長会議の中の３０分でもいいのでそういう場があるといい。 

・いいやすい場を作ることが必要で、これについて意見をくださいというのも必要だが、

普段現場で耳にすることだとか、いろんな課題があれば役場の方にあげていただけます

かという、話し合いも必要だと思う。 

・未来トークであると、ある程度テーマを決めて話し合いをしている。そうではなく、テ

ーマが無くても行政区との意見を交換する場を作ることが必要。 

・町内会において、事前に回覧板などを使って意見を取りまとめておいて、その場で行政

区長などが言えれば、普段言えない人の意見も聞けるかもしれない。地域の意見として

役場に伝えることができる。 

・こういった場所を作り、継続し定着させていけば、自分たちがまちづくりに参加してい

るという意識が芽生えてくるかもしれない。聞いてくれるし、言いやすいしという感覚

もある。 

・そのみなさんからの意見から、理想のまちびえい、ビジョンを出して行くために、条例

が必要で、みんなで考えて作っていくということを創造できるように、ご案内できれば

いいかと思う。 

・情報を共有してしまうということを念頭に置けば、あとは何もいらないのでは。 

・まちづくりに参加するということが、みんな意識できるようになることが一番いい。 

・これの仕組みづくりが役場に負担をかけてしまうのは大変だと思う。いろいろやってる

ことがあるので、それをブラッシュアップさせるというか、せっかくあるものなので意

識改革をしていくというところかと思う。（模造紙をみて）すでにやっていることは十分

にあると思う。これ以上やらなくいいのではと思う。 

 

Ｑ３ 「こうなったらいいな」のための手段は今どんなものがありますか？ 

・手段については十分にあり、増やすことは必要ないと思う。 

・これだけで十分だけど、先ほど話した内容でこれまでとは少し違う形で伝達方法なり、

回収方法をどうするかの仕組みづくりなのかと思う。 

・ラインについても問い合わせはできるので、双方向と考えていいのでは。 

・情報ツールとしては充分にある。 

・仕組みはあるが、それが使われているかどうか検証していくと、今の町内会のように既

存の仕組みはしっかりしているが、なかなか機能していないところとしているところが

ある。 

・この仕組みをうまく使っていけば、新しい仕組みを考えずとも、十分情報伝達できるの

では。 

・町内会では、備品、街灯などの補助金の増減がすぐに話題になり、敏感である。 



・情報を受ける受けないは町民の自由であるが、情報内容を変えただけで情報に敏感にな

る。特に町内会については、補助金に敏感である。 

・町内会でいうと、補助金申請のやり取りを役場ですることで、美瑛町の仕組みの一旦と

して役員になると関わらなければならないし、興味も持つ。 

・このことがコミュニケーションの一つのツールになる。 

・YouTube なども可能性がある。中学生などに条例を作ってもらう。他市町村にはこんな

条例があるが、美瑛町ではどんなものがいいか、など聞いてみる。 

・現条例については、あまりピンとこない。理解力が少ないのか。 

・現条例については、ほとんど継続してもいいような感じで、さらにこれからにつながる

条例をつくるという感覚でもいいのでは。 

・その話については、今後のことであるが、話あってる方向性としては、ある程度網羅さ

れているのかと思う。20年前の条例なので、今使われていない言葉などもある（事務局

より）。 

・例えば、旭川市などは宴会の時は、最初の乾杯を日本酒にするなども条例となっている。 

・美瑛町でも美瑛の特徴（農作物など）をいかしたものがあってもいいのでは。 

・コロナ前、富良野ではものすごい勢いで、外国人などに土地が高い価格で売買されてい

た。次は美瑛と言われていた。 

・美瑛は農地が多いのでまだいいが、農地ではない場所が狙われていると言われている。 

・日本自体が、外国人が土地を買える国なので、なにか賢い方法で守れる条例を作れれば

いいと思う。 

・ある地域では、外国人が土地を買い、そこから湧水が流れているが下流の人は使うなな

どの問題も発生している。 

・美瑛町は、農地の間に雑種地、山林が混在しており、そこを狙って買いにきている。 

・購入後の使用方法の規制はあってもいいのではないか。 

・建築基準法、景観条例などもあり、役場の中で情報共有ができる。条例で固めてしまう

と、本当にまちのため何かをしようとする人ができなくなる可能性もある（事務局より）。 

・きちんと景観の条例ができているところは、観光的に発展していて（京都、イタリア）、

そういったところが残っている。 

・美しい村連合の関係で、共有できる情報はあるのか。 

・同じような条例を作っていると思うが、そこを利用せず独自に進めるのか。美しい村連

合の意識をもって進めるのか、全く無視してオリジナリティを持ってやっていくのか。 

・美しい村連合の目的と、美瑛のまちづくりの目指しているものが重なっていれば、取り

入れる必要はある。今一度、美しい村連合の目的を勉強する必要がある。 

・美しい村は、地域の産業を守りつつ、美しい景観を守っていこうと進んできたので、必

ず重なる部分はあると思う。 

・自治基本条例はなんの目的のために作るのかというところが大事であって、そのために

基本的には、町民参加と情報共有が外せないというふうにおそらく進んでいくと思う。

目的をどうしていくか、どう意義付けるが大事だと思う。 



 






