
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次総合計画後期基本計画の概要について 

（策定作業計画書） 
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１． 総合計画の構成、策定の趣旨 
 

（１） 総合計画の構成 

総合計画は、まちづくりの目標、町の施策推進の方向を示す最上位計画であ 

り、第４次吉野町総合計画は、次のように構成しています。 

  

【参考】 

 「吉野町まちづくり基本条例」において、「第７章 町政運営（行政経営）第２

５条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営す

るため、町民参加のもと、最上位の計画として総合計画を策定します。」とされ

ています。 

 

 

■第４次吉野町総合計画の構成 

 

      平成２３年度を初年度とし、平成３２年度を目標年次とした１０ 

年間を計画期間とし、まちづくりの将来目標と実現のための基本 

方針を示します。 

 

      基本構想実現のための具体的な施策推進の方向や施策の体系等を 

示します。社会情勢の変化に柔軟に対応するため、それぞれ５年の 

前期計画と後期計画に分割します。 

 

      基本計画に定められた施策を効果的に実施するために定めるもの 

で、財政計画と整合を図りながら３年単位で計画を策定し、毎年見 

直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

平成 23年度             平成 28年度             平成 32年度 

前期基本計画 
・具体的な施策推進の方策等 

・町の将来像 
・まちづくりの方向 
・施策の大綱 

          
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

 

基 本 構 想  

後期基本計画 

・具体的な施策推進の方策等 

実施計画（毎年度見直し） 
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■総合計画の評価・進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本目標・政策・施策・事業の関係性 

 

 概    要 第４次総合計画・前期基本計画の概要 

基本目標 

町の１０年後のあるべき姿や目標

を示しています。総合的なキャッチ

コピー・スローガンなど。 

「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町～

自然の恵みと歴史文化が息吹く ここ

ろのふるさと 吉野町～」 

政  策 

住民と行政が協働して目指すまち

づくりの基本的な方向性や目標を

示しています。 

「まちづくりの基本的な方向」を４つの

政策で示しています。 

基本施策 
政策の実現に向けて取り組むまち

づくりの分野ごとの基本方針。 

４つの政策から１１の基本施策に整理

しています。政策①豊かな未来にいのち

が輝くまちづくり（４施策）、政策②自

然・環境・産業が調和した持続可能なま

ちづくり（３施策）、政策③安全安心で

快適なまちづくり（２施策）、政策④み

んなでつくる吉野町（２施策） 

施  策 

基本施策を実現するための取り組

みとして、その手段を細分化・具体

化しています。 

４０項目の施策と複数の施策を横断的

に取り組む３つの重点プロジェクトを

設定しています。 

事務事業 
各担当部署で事業を執行するため

により細分化した形です。 
約３００の事業に細分化しています。 

 

政
策

基本
施策

施 策

事務事業

４ 

４０ 

１１ 

約３００ 事務事業評価 

総合計画の進行管理 
（施策評価） 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

目的 

手段 
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（２） 吉野町第 4 次総合計画後期基本計画と吉野町まち・ひと・しごと創生総合 

戦略との関係性 

  国において、日本の急速な少子化・高齢化の進展に的確に対応し、人口減少 

に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口集中という課題に対応していくた

めに、平成 26 年 11 月 21 日に国会において「まち・ひと・しごと創生法」

が成立しました。 

  国が示す「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方や政策５原 

則等を基本とし、吉野町ならではの地方創生（人口減少と地域経済縮小の克服、 

まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立）を目指し、平成２７年度中に「吉 

野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方創生に向けた取り組み 

を重点的に推進していくこととしています。 
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い
の
ち
が
輝
き
笑
顔
あ
ふ
れ
る
吉
野
町 

～
自
然
の
恵
み
と
歴
史
文
化
が
息
吹
く 

こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と 

吉
野
町
～ 

Ⅰ．豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 

１． 未来を担う子どもの育成 

２． 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

３． 生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

４． みんなで支えあう福祉のまちづくり 

Ⅱ．自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり 

１． 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

２． 吉野町の魅力を活かした産業の振興 

３． 地域資源を活かした観光・交流の促進 

Ⅲ．安全安心で快適なまちづくり 

１． 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

２． 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

２
．
効
率
的
で
効
果
的
な
行
政
経
営
の
推
進 

分野別の政策・施策体系 

吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

１． 地域における安定した雇用を創出する。 

２． 地域への新しいひとの流れをつくる。 

３． 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。 

４． 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると

ともに、地域と地域を連携する。 

国が示す４つの基本目標 

分野横断（よこ糸） 

従
来
の
施
策
体
系
（
た
て
糸
） 

１
．
住
民
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

 

Ⅳ．みんなでつくる吉野町 



 

（３） 策定の趣旨 

本町においては、平成 23年７月に第４次吉野町総合計画を策定し、まちの

将来の像を「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町～自然の恵みと歴史文化が息吹

くこころのふるさと吉野町～」とし、誰もが生涯を通じて、健康で生き生きと

暮らすことの出来る地域社会の実現をめざし、各種施策を展開しています。 

総合計画は、計画の目標年次を平成 32年度としていますが、社会経済情勢

の変化等に柔軟に対応するため、前期基本計画（５年間）と後期基本計画（５

年間）に分割しています。 

平成 27年度で前期基本計画が終了することから、基本構想に掲げた将来像

の達成に向け、前期基本計画を検証し、吉野町まちづくり基本条例の理念に掲

げた「連携と協働」を基本に、町民の皆様とともに後期基本計画の策定を進め

ます。 

 

 

２． 策定にあたっての基本的な考え方 

   本町では、自治の基本理念とまちづくりの基本原則や、町及び町民の権利、

役割、責務を明らかにし、自治の確立と豊かな地域社会を創造することを目的

として、「吉野町まちづくり基本条例」を策定しました。後期基本計画は、こ

の吉野町まちづくり基本条例を踏まえ、整合性を図り策定します。 

 

（１） 役割分担を明確にした計画づくり 

  まちの将来像の実現に向け、町民ができること、行政が行うこと、町民と行政

が各々主体的に取り組むことなど、それぞれの役割分担を明確に示し、協働のま

ちづくりを推進するための計画を策定します。 

 

（２） 町民参画による計画づくり 

  住民自治の観点から、後期基本計画策定に係る過程が、町民主体のまちづくり

の実践につながるよう、町民の代表などから構成する総合計画策定審議会を設置

するほか、まちづくりアンケート調査やパブリックコメントを実施し、幅広く町

民の意見を反映した計画を策定します。 

 

（３） 実効性が高く町民に分かりやすい計画づくり 

  まちの将来像の実現に向けた具体的な施策を表すだけではなく、計画の進捗状

況や施策の効果を町民に分かりやすく示すために指標を設定し、政策目標を明確

にした計画を策定します。計画策定後の実施効果がしっかりと評価できる指標づ

くりにより、より実効性の高い計画を策定します。 

 

（４） 戦略的な計画づくり 

  厳しい財政状況の中にあって、効率的・効果的な行政運営を図る観点から、前

期基本計画の十分な検証に基づき、重点課題や特性を見定め、経営的感覚をもっ

た戦略的な計画を策定します。 
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３． 策定作業の内容 
  

 前項の「策定にあたっての基本的な考え方」をもとに、後期基本計画を策定する

にあたり、下記のとおり、具体的に策定作業を進めます。 

 

策定にあたっての基本的な考え方 策定作業の内容 

『役割分担を明確にした計画づくり』 
（１）吉野町まちづくり基本条例の理念に基づいた 

計画策定 

『町民参画による計画づくり』 

（２）町民アンケート調査等の実施 

（３）総合計画策定審議会での審議と、パブリック 

コメントの募集・計画の反映 

『実効性が高く町民に分かりやすい 

計画づくり』 

（４）「施策の指標」の見直し 

（アウトカム指標の設定） 

『戦略的な計画づくり』 

（５）吉野町第４次総合計画前期計画期間の各施策 

実施に対する検証  

（６）前期基本計画施策体系の再検証 

  

 

（１）吉野町まちづくり基本条例の理念に基づいた計画策定 

  吉野町まちづくり基本条例の「基本理念」「基本原則」に基づき、まちの将来

像の実現に向け、施策毎に町民ができること、行政が行うこと、町民と行政が各々

主体的に取り組むことなど、それぞれの役割分担を明確に示します。 

 

 ■以下、吉野町まちづくり基本条例抜粋 

 

（基本理念） 

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、安全かつ安心して暮らす

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

を活か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。 
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（基本原則） 
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

りを進めます。 

(1) 参画と協働の原則 町民は、自治の主体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、町民及び町が協働して取り組みます。 

(2) 情報の公開と共有の原則 町が持つ町政情報が公開され、町民同士又は町と町民は、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) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全な行政経営を行う

とともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進します。 

(4) 補完性の原則 町民と町は、課題の解決にあたり、より身近なところで取組みを基本に、

近隣、町、県及び国と順次、補完して取り組みます。 

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

ます。 

(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。 

 

 

 

（２） 町民アンケート調査等の実施 

  次のような調査等を実施し、町民参加型の計画策定を進めます。 

まちづくり 

アンケート調査 

① 町民アンケート調査Ⅰ（満 18 歳以上対象、1500 名

無作為抽出） ※ 

② 町民アンケート調査Ⅱ（満 18歳～３９歳対象、1000

名無作為抽出） 

③ 中学生アンケート調査（吉野中学校全生徒対象） ※ 

④ 高校生アンケート調査（満 17歳対象、100名無作為

抽出） 

パブリックコメント 

幅広く住民の意見・提案を反映するため、後期基本計画の

素案（審議会で概ね了解をもらった案）について、パブリ

ックコメントを募集します。 

総合計画策定審議会 
議会代表、公共的団体の代表とともに、公募による委員な

どにより構成します。 

※ 既に実施済みの調査 

 

 

（３） 総合計画策定審議会での審議と、パブリックコメントの募集・計画の反映 

  後期基本計画（案）について、総合計画策定審議会に諮問し、その審議を経て、

答申を求めます。 

  総合計画策定審議会において、基本計画（案）の審議がほぼ終了した時点で、 

パブリックコメントを募集し、必要に応じて内容を計画案に反映します。 
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（４）「施策の指標」の見直し（アウトカム指標の設定） 

  前期基本計画では、吉野町第３次総合計画からの進行管理を行うため、アウト

プット指標（行動指標）を中心に進行管理を行ってきました。 

後期基本計画においては、アウトカム指標（成果指標）の設定を検討し、町民

の皆様にもたらされる便益に視点を置き、成果重視の進行管理ができるしくみづ

くりを行います。 

また、吉野町まちづくり基本条例の理念に基づいた役割分担により各施策を展

開していくことから、住民自治、団体自治のそれぞれの視点での成果指標の設定

を視野に入れた見直しを検討します。 

 

 ■例：基本施策 3『地域資源を活かした観光・交流の促進』  

施策 1『魅力あふれる観光の振興』 

 

・「アウトプット」指標（前期基本計画施策の指標） 

施
策
の
指
標 

指標名 指標算出の根拠 実績値（Ｈ２１） 目標値（Ｈ２７） 

ボランティアガイドの

拡大 

ボランティアガイドとして活動するガイド

の人数 
１９人 ５０人 

観光客入込客数 １年間で吉野町に訪れた観光客の数 １，１３６千人 １，３００千人 

 
               ※「アウトプット」（行動）指標は、行政活動そのものの 

結果、すなわち何をしたかの視点。「アウトカム」（成 

果）指標は、行動した結果、町民にもたらされた便益 

はなにかの視点。「アウトカム」指標による進行管理を 

行うことで、施策目標達成に向け、効果的で効率的な 

事業選択を行うことができます。                 

 

・「アウトカム」指標（後期基本計画施策の指標例） 

施
策
の
指
標 

指標名 指標算出の根拠 実績値（Ｈ２７） 目標値（Ｈ３２） 

観光客入込客数 １年間で吉野町に訪れた観光客の数 １，１３６千人 １，３００千人 

宿泊者数 １年間で吉野町内に宿泊した人数 ４４千人 ５０千人 

年間商品販売額 

（小売業） 

１年間で吉野町内の小売業の商業で売

り買いされた物品の販売額 
５０８，０８８万円 ５５０，０００万円 

 

 

（５）吉野町第４次総合計画前期計画期間の各施策実施に対する検証   

各担当課において施策検証シートを作成の上でヒヤリングを実施し、前期基 

本計画の検証を行い、後期基本計画策定の基礎資料として活用します。 
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政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 政策４ みんなでつくる吉野町

基本施策１　未来を担う子どもの育成

施策１ 子育て環境の整備 施策１ 協働のまちづくりの推進

施策２ 子育て支援の充実 施策２ 住民参加と開かれた町政の推進

施策３ 学校教育の充実 施策３ 高度情報化の推進

施策４ 地域ぐるみでの健全育成

施策１ 財政健全化と行財政改革の推進

施策１ 社会教育と生涯学習の推進 施策２ 職員の人材育成

施策２ 社会体育と生涯スポーツの推進 施策３ 広域連携の推進

施策３ 世界遺産・歴史文化の保全と活用 施策４ 計画の適切な進行管理

施策４ 人権が尊重されるまちづくり

基本施策３　生き生きと暮らせる健康のまちづくり

施策１ 健康づくり事業の充実

施策２ 高齢者等の生きがい・健康づくりの推進

施策３ 地域医療の充実

施策１ 高齢者福祉の充実

施策２ 障害者福祉の充実

施策３ 地域福祉活動の充実

施策４ 社会保障制度の円滑な運営

政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり

施策１ 自然環境の保全・保護

施策２ 廃棄物の適正な処理

施策３ 環境保全対策の充実

施策４ 低炭素社会の実現への取り組み

施策１ 農林漁業の振興

施策２ 商工業の振興

施策３ 新しい産業の創出と企業誘致の推進

施策１ 魅力あふれる観光の振興

施策２ 地域間交流と定住の促進

政策３ 安全安心で快適なまちづくり

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 消防・救急体制の充実

施策３ 交通安全・防犯対策の推進

施策４ 相談業務の充実

施策１ 安全で快適な道路・河川の整備

施策２ 安全で快適な上下水道の整備

施策３ 利便性の高い公共交通システムの構築

施策４ 安全で快適な居住環境の整備

施策５ 地域特性を活かした土地利用の推進

基本施策２　吉野の魅力を活かした産業の振興

基本施策３　地域資源を活かした観光・交流の促進

基本施策１　安全安心な暮らしを支えるまちづくり

基本施策２　生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり

基本施策１　住民参加と協働のまちづくりの推進

基本施策２　効率的で効果的な行政経営の推進

基本施策２　学びあい生きがいがもてる地域社会の構築

基本施策４　みんなで支えあう福祉のまちづくり

基本施策１　豊かな自然と恵まれた環境の保全

政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 政策４ みんなでつくる吉野町

基本施策１　未来を担う子どもの育成

施策１ 子育て環境の整備 施策１ 協働のまちづくりの推進

施策２ 子育て支援の充実 施策２ 住民参加と開かれた町政の推進

施策３ 学校教育の充実 施策３ 高度情報化の推進

施策４ 地域ぐるみでの健全育成

施策１ 財政健全化と行財政改革の推進

施策１ 社会教育と生涯学習の推進 施策２ 職員の人材育成

施策２ 社会体育と生涯スポーツの推進 施策３ 広域連携の推進

施策３ 世界遺産・歴史文化の保全と活用 施策４ 計画の適切な進行管理

施策４ 人権が尊重されるまちづくり

基本施策３　生き生きと暮らせる健康のまちづくり

施策１ 健康づくり事業の充実

施策２ 高齢者等の生きがい・健康づくりの推進

施策３ 地域医療の充実

施策１ 高齢者福祉の充実

施策２ 障害者福祉の充実

施策３ 地域福祉活動の充実

施策４ 社会保障制度の円滑な運営

政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり

施策１ 自然環境の保全・保護

施策２ 廃棄物の適正な処理

施策３ 環境保全対策の充実

施策４ 低炭素社会の実現への取り組み

施策１ 農林漁業の振興

施策２ 商工業の振興

施策３ 新しい産業の創出と企業誘致の推進

施策１ 魅力あふれる観光の振興

施策２ 地域間交流と定住の促進

政策３ 安全安心で快適なまちづくり

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 消防・救急体制の充実

施策３ 交通安全・防犯対策の推進

施策４ 相談業務の充実

施策１ 安全で快適な道路・河川の整備

施策２ 安全で快適な上下水道の整備

施策３ 利便性の高い公共交通システムの構築

施策４ 安全で快適な居住環境の整備

施策５ 地域特性を活かした土地利用の推進

基本施策２　吉野の魅力を活かした産業の振興

基本施策３　地域資源を活かした観光・交流の促進

基本施策１　安全安心な暮らしを支えるまちづくり

基本施策２　生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり

基本施策１　住民参加と協働のまちづくりの推進

基本施策２　効率的で効果的な行政経営の推進

基本施策２　学びあい生きがいがもてる地域社会の構築

基本施策４　みんなで支えあう福祉のまちづくり

基本施策１　豊かな自然と恵まれた環境の保全

政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 政策４ みんなでつくる吉野町

基本施策１　未来を担う子どもの育成

施策１ 子育て環境の整備 施策１ 協働のまちづくりの推進

施策２ 子育て支援の充実 施策２ 住民参加と開かれた町政の推進

施策３ 学校教育の充実 施策３ 高度情報化の推進

施策４ 地域ぐるみでの健全育成

施策１ 財政健全化と行財政改革の推進

施策１ 社会教育と生涯学習の推進 施策２ 職員の人材育成

施策２ 社会体育と生涯スポーツの推進 施策３ 広域連携の推進

施策３ 世界遺産・歴史文化の保全と活用 施策４ 計画の適切な進行管理

施策４ 人権が尊重されるまちづくり

基本施策３　生き生きと暮らせる健康のまちづくり

施策１ 健康づくり事業の充実

施策２ 高齢者等の生きがい・健康づくりの推進

施策３ 地域医療の充実

施策１ 高齢者福祉の充実

施策２ 障害者福祉の充実

施策３ 地域福祉活動の充実

施策４ 社会保障制度の円滑な運営

政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり

施策１ 自然環境の保全・保護

施策２ 廃棄物の適正な処理

施策３ 環境保全対策の充実

施策４ 低炭素社会の実現への取り組み

施策１ 農林漁業の振興

施策２ 商工業の振興

施策３ 新しい産業の創出と企業誘致の推進

施策１ 魅力あふれる観光の振興

施策２ 地域間交流と定住の促進

政策３ 安全安心で快適なまちづくり

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 消防・救急体制の充実

施策３ 交通安全・防犯対策の推進

施策４ 相談業務の充実

施策１ 安全で快適な道路・河川の整備

施策２ 安全で快適な上下水道の整備

施策３ 利便性の高い公共交通システムの構築

施策４ 安全で快適な居住環境の整備

施策５ 地域特性を活かした土地利用の推進

基本施策２　吉野の魅力を活かした産業の振興

基本施策３　地域資源を活かした観光・交流の促進

基本施策１　安全安心な暮らしを支えるまちづくり

基本施策２　生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり

基本施策１　住民参加と協働のまちづくりの推進

基本施策２　効率的で効果的な行政経営の推進

基本施策２　学びあい生きがいがもてる地域社会の構築

基本施策４　みんなで支えあう福祉のまちづくり

基本施策１　豊かな自然と恵まれた環境の保全

政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 政策４ みんなでつくる吉野町

基本施策１　未来を担う子どもの育成

施策１ 子育て環境の整備 施策１ 協働のまちづくりの推進

施策２ 子育て支援の充実 施策２ 住民参加と開かれた町政の推進

施策３ 学校教育の充実 施策３ 高度情報化の推進

施策４ 地域ぐるみでの健全育成

施策１ 財政健全化と行財政改革の推進

施策１ 社会教育と生涯学習の推進 施策２ 職員の人材育成

施策２ 社会体育と生涯スポーツの推進 施策３ 広域連携の推進

施策３ 世界遺産・歴史文化の保全と活用 施策４ 計画の適切な進行管理

施策４ 人権が尊重されるまちづくり

基本施策３　生き生きと暮らせる健康のまちづくり

施策１ 健康づくり事業の充実

施策２ 高齢者等の生きがい・健康づくりの推進

施策３ 地域医療の充実

施策１ 高齢者福祉の充実

施策２ 障害者福祉の充実

施策３ 地域福祉活動の充実

施策４ 社会保障制度の円滑な運営

政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり

施策１ 自然環境の保全・保護

施策２ 廃棄物の適正な処理

施策３ 環境保全対策の充実

施策４ 低炭素社会の実現への取り組み

施策１ 農林漁業の振興

施策２ 商工業の振興

施策３ 新しい産業の創出と企業誘致の推進

施策１ 魅力あふれる観光の振興

施策２ 地域間交流と定住の促進

政策３ 安全安心で快適なまちづくり

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 消防・救急体制の充実

施策３ 交通安全・防犯対策の推進

施策４ 相談業務の充実

施策１ 安全で快適な道路・河川の整備

施策２ 安全で快適な上下水道の整備

施策３ 利便性の高い公共交通システムの構築

施策４ 安全で快適な居住環境の整備

施策５ 地域特性を活かした土地利用の推進

基本施策２　吉野の魅力を活かした産業の振興

基本施策３　地域資源を活かした観光・交流の促進

基本施策１　安全安心な暮らしを支えるまちづくり

基本施策２　生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり

基本施策１　住民参加と協働のまちづくりの推進

基本施策２　効率的で効果的な行政経営の推進

基本施策２　学びあい生きがいがもてる地域社会の構築

基本施策４　みんなで支えあう福祉のまちづくり

基本施策１　豊かな自然と恵まれた環境の保全

（６）前期基本計画施策体系の再検証 

  後期基本計画の策定にあたり、吉野町第４次総合計画で定めた政策、基本施策

を進めていくために必要な施策について、町民アンケート結果や施策検証シート

による検証結果により、必要に応じて施策体系見直します。 
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４． 策定体制 
 

 策 定 体 制 内   容 

諮
問
機
関 

総合計画策定審議会 

町長の諮問に応じて、総合計画について調査・

審議し、答申します。 

（構成）議会代表、公共的団体代表、行政機関

の職員、学識経験者等、２０名以内 

検
討
体
制 

総合計画策定庁内会議 

課題設定や調査結果の集約、諮問を行う総合計

画の作成、検討を行います。 

（構成）参事会 

総合計画策定検討部会 

策定庁内会議で検討される基本計画の原案の

作成、検討を行います。 

（構成）各課の課長、課長補佐級職員 

事務局 
策定に係る事務を行います。 

（構成）総合政策課 

 

 

■策定体制イメージ 

 
 ※その他の事項：原則策定審議会の傍聴を可能とし、会議録の公開、議会への報告を適宜行

います。 

 

諮問機関

庁内での検討町民参加

総合計画策定審議会

町民意識調査

（アンケート調査）

パブリックコメント

策定審議会公募委員

総合計画策定庁内会議

総合計画策定検討部会

事務局（総合政策課）

町

町 長

答申

諮問

意見

提案

情報

提供

参加（公募） 報告
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 ５．策定スケジュール 

 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

施策体系の検討・作成

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

第1回
・諮問・後期基本計画概要の説明
・アンケート調査結果の説明①

○

第2回
・後期基本計画の主な記載事項説明
・人口フレーム（推計結果）の説明

○

第3回

・アンケート調査結果の説明②
・施策検証結果の報告
・後期基本計画骨子の説明
・施策体系の説明

○

第4回
・後期基本計画序論説明
・施策方針の説明①

○

第5回 ・施策方針の説明② ○

第6回
・施策方針の説明③
・パブコメ手続きの説明

○

第7回
・パブコメ結果、パブコメ方針対応
・答申

○

12月

前期基本計画の検証

策定組織

作業内容

後期基本計画の策定

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

パブリックコメント実施

策定審議会

各種アンケート調査の実施・検証

施策評価シートによる検証

後期基本計画の主な記載事項の検討

計画骨子の作成

序論の作成

施策内容の検討・作成
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