
後期基本計画骨子（案）
総合計画紙面（案）について

平成２７年６月２９日

吉野町 総合政策課

【資料５】



第１章 計画策定の趣旨
第２章 計画の策定と目標年次
第３章 吉野町の特性
第１節 まちの魅力
第２節 まちの構造
第４章 吉野町のまちづくりの課題
第５章 前期基本計画の検証結果

序論

第１章 吉野町の将来像
第１節 まちの将来像
第２節 将来人口
第２章 まちづくりの方向
第１節 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり
第２節 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり
第３節 安全安心で快適なまちづくり
第４節 みんなでつくる吉野町
第３章 まちづくりの基本施策（施策の大綱）

基本構想

第１章 後期基本計画の概要
第１節 後期基本計画の策定と計画期間
第２節 後期基本計画の構成

第２章 後期基本計画における財政の見通し
第１節 財政の状況
第２節 財政の見通し
第３節 計画的な財政運営

第３章 吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第１節 吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定と計画期間
第２節 ４つの基本目標
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

第４章 分野別計画
第１節 政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり
第２節 政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり
第３節 政策３ 安全安心で快適なまちづくり
第４節 政策４ みんなでつくる吉野町

後期基本計画

吉野町第４次総合計画 後期基本計画骨子（素案）
次ページから枠組み毎の新旧対照表をお示しします。

※赤字：前期基本計画からの変更点
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前期基本計画の構成を基本としつつ、後期基本計画策定にあたっての基本的な考え
方に基づいた見直しを行います。

第１章 計画策定の趣旨
第２章 計画の策定と目標年次
第３章 吉野町の特性
第１節 まちの魅力
第２節 まちの構造
第４章 吉野町のまちづくりの課題

序論

第１章 計画策定の趣旨
第２章 計画の策定と目標年次
第３章 吉野町の特性
第１節 まちの魅力
第２節 まちの構造
第４章 吉野町のまちづくりの課題
第５章 前期基本計画の検証結果 （追加）

序論

旧 新

第１章 吉野町の将来像
第１節 まちの将来像
第２節 将来人口
第２章 まちづくりの方向
第１節 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり
第２節 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり
第３節 安全安心で快適なまちづくり
第４節 みんなでつくる吉野町
第３章 まちづくりの基本施策（施策の大綱）

基本構想

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年計画。

変更しない。

Ｐ．５ ３．策定作業の内容
（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」
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第１章 前期基本計画の概要
第１節 前期基本計画の策定と計画期間
第２節 前期基本計画の構成

第２章 前期基本計画における財政の見通し
第１節 財政の状況
第２節 財政の見通し
第３節 計画的な財政運営

第３章 重点プロジェクト
第１節 重点プロジェクトの設定
第２節 ３つの重点プロジェクト
１．「吉野 木のまち桜のまちおもてなしのまち」プロジェクト
２．「日本一の子育て支援と健康長寿をめざすまち」プロジェクト
３．「みんなでつくる協働のまち：プロジェクト

前期基本計画

第１章 後期基本計画の概要
第１節 後期基本計画の策定と計画期間
第２節 後期基本計画の構成

第２章 後期基本計画における財政の見通し
第１節 財政の状況
第２節 財政の見通し
第３節 計画的な財政運営

第３章 吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第１節 吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定と計画期間
第２節 ４つの基本目標
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

後期基本計画

旧 新

Ｐ．３

（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

前期基本計画における重点プロジェクトと同じ位置づけとして、後期基本計画には、
吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略を位置づけます。
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第３節 政策３ 安全安心で快適なまちづくり
基本施策１ 安全安心な暮らしを支えるまちづくり
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・防犯体制の推進
施策４ 相談業務の充実
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
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

第４節 政策４ みんなでつくる吉野町
基本施策１ 住民参加と協働のまちづくりの推進
施策１ 協働のまちづくりの推進
施策２ 住民参加と開かれた町政の推進
施策３ 高度情報化の推進
基本施策２ 効率的で効果的な行政経営の推進
施策１ 財政健全かと行財政改革の推進
施策２ 職員の人財育成
施策３ 広域連携の推進
施策４ 計画の適切な進行管理

Ｐ．５ ３．策定作業の内容
（６）前期基本計画施策体系の再検証

第４章 分野別計画
第１節 政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり
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２ 子育て支援の充実
施策３ 学校教育の充実
施策４ 地域ぐるみでの健全育成
基本施策２ 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築
施策１ 社会教育と生涯学習の推進
施策２ 社会体育と生涯スポーツの推進
施策３ 世界遺産・歴史文化の保全と活用
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
基本施策４ みんなで支え合う福祉のまちづくり
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

前期基本計画

第２節 政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり
基本施策１ 豊かな自然と恵まれた環境の保全
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
基本施策２ 吉野の魅力を活かした産業の振興
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起業誘致の推進
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
施策２ 地域間交流と定住の促進

旧

第
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© 2015. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu  LLC.

総合計画紙面は、第4次吉野町総合計画の前期基本計画の枠組みを基本としますが、
策定プロセスの中で必要に応じて見直し最終化することを想定しています

総合計画紙面イメージ案 総合計画紙面イメージ（他団体事例）

出所：東大阪市総合計画後期基本計画から抜粋

施策名

基本方針
主な取り組み

現状と課題

施策の指標
役割分担

2

3

4

5

6

1

ポイント③
住民との役割分担
Ｐ．５ ３．策定作業の内容

（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

ポイント②
数値目標の明示
Ｐ．５ ３．策定作業の内容
（４）「施策の指標」の見直し
（アウトカム指標の設定）

ポイント①
各施策見開き1ページ

住民・地域・行政の
それぞれの果たすべき
役割を記載する

各施策を構成する事業（取
り組み）の方針や具体的な
取組内容を記載する

現状把握の結果を踏ま
えて、現状と課題を記
載する

施策の目指す方向性
を記載する

施策目的の達成に向け
た取り組みを進捗管理
する指標を記載する
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