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第 4次吉野町総合計画後期基本計画 第３ 回策定審議会 議事録（案） 

 

■日時：平成２ ７ 年７ 月２ ７ 日（月） 午後３ 時０ ０ 分～午後５ 時０ ０ 分 

■場所：吉野運動公園体育館 研修室 

■出席者：第３ 回吉野町総合計画策定審議会 出席者名簿のとおり 

 

１ ．開 会  

２ ．会長挨拶 

■会長挨拶：本日は大変お暑い中、お集まりいただきありがとうございます。それでは、いつものよ

うにできるだけ活発なご意見を賜りたいと思っておりますので、どうかご協力のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

３ ．案件 

（１ ）第２ 回審議会議事録の確認について 

◎事務局より資料１ をもとに説明。 

◎会 長：議事録（案）については、問題がなければ、資料１ のとおり公開対象とする。 

 

議事録（案）について、委員全員承認。→これをもって公開対象の議事録とする。 

 

（２ ）第４ 次総合計画前期基本計画施策検証結果について 

◎事務局より資料２ をもとに説明。 

 

■各委員よりご意見、ご質問 

◎委 員： 

・前期計画に掲載していない指標もあるが、後期計画の仕上がりはどのようなイメージになるのか。 

・今提示している資料が仕上がりのイメージか、必要なものをこの冊子に追加するのか。 

 

◎事務局： 

・今提示している資料は前期計画の検証に用いる資料になる。前期の達成状況や現状の報告のため 

に見ていただく資料となっている。 

・前回会議の資料５ において、後期計画骨子案と紙面案をお示しさせていただいた。紙面の構成イ 

メージは前期計画と似ているが、前期計画とは取り組みの中身や指標についても成果指標を盛り込 

んでいきたいと考えている。役割分担については、まちづくり基本条例の考え方に基づいた役割分 

担を明記していくことで考えている。回答としてよろしいか。 

 

◎委 員： 

・前回会議の資料５ において、他団体の事例が出ている。前期計画の進捗・達成状況に記載のある 

各指標の目標値も参考値であれば、関係ないように聞こえる。平成 32年度の目標値なども紙面に 

資料１ 
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入れて仕上がっていくのか。資料５ だけでは、前期基本計画の再検証した結果、数値目標が反映 

されないと聞こえるがどうなのか。この平成３ ２ 年度の目標値は生きてくるのか、生きてこないの 

か。 

 

◎事務局： 

・現時点で各施策を評価するために指標を入れている。目標値は、担当課からのヒヤリングをもとに 

入れたものである。紙面案については、施策毎にお示しさせていただく。 

 

◎会 長： 

・仕上がりは、基本構想部分は抜いてもかまわないので、前期基本計画よりも少し薄くなる。カラー 

刷りのものになってくると思っている。 

・平成３ ２ 年度の目標値は、達成済みのものもあるし、絶対に達成できないものもある。それをもう 

１ 回ふるい落としにかけないといけないと思う。その作業はやらないと仕方が無い。 

・委員の皆様からもこの数値はこうしたらどうか、いかがかと思うなどのご意見を出していただければ 

良いと思う。今出していただいてもよいし、後で出していただいてもよい。 

・「○」が付いている指標は、総合計画に計上している目標指標であるが、「○」が付いている中で 

も前回の会議で意味がないとの意見や、もともとこの数値を目標にすること自体がおかしいとの意 

見もあった。前回の会議結果があるので、その部分も点検する。皆さんの意見をもとに加工、修正 

したものを次の計画に反映されるとご理解いただくとどうでしょうか。 

 

◎委 員： 

・進捗状況が Cや Dがたまにある。できるけれどもまだしていないのか、とても１ ０ 年かかってもで 

きないものなのか、それが％ではわかりづらい。時間の経過だけのことなのか、内容の濃さのこ 

となのかわかりづらい。 

・仮にこの事業はできないというものや、必要がないものがあるとすれば、新しい計画の中では方向 

性を変えることもこれからの会議の中で進めていくということでよろしいか。 

 

◎事務局： 

・そのとおりである。 

 

◎委 員： 

・ここで全てを見直すわけではなく、これから何回かに分けて、施策をひとつひとつ議論をしていく。 

やめてしまおうというもの、どうしても無理なもの、基本的に間違っているので方向転換をするもの 

をこれから検討していくと捉えてよいか。前期計画の評価は、そのための材料として捉えてよい 

か。％で書いてあることが、曖昧なので、時間の長さなのか、内容なのか、都度報告を聞くしか 

ない。１ ０ ０ ％できているものでも、行政の目標になるものと住民が期待しているものとかけ離れ 

ている場合もあるのではないか。そのあたりの話も含めて、１ ０ ０ ％できているものでも、それは 

それで良かったのかの反省も含めてしていくということでよろしいか。 
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◎事務局： 

・そのとおりである。 

 

◎会 長： 

・前期計画の中で目標指標の設定については、試行錯誤もある。 

・施策のスクラップアンドビルドに繋がっていくものも中にはあるかもしれない。そういう部分も含めて、 

事務局の方でも洗い直しの作業を進めてくれていると理解している。今日はそれプラス皆さんのお 

気づきの点があればという前提と思う。 

 

◎委 員： 

・生活していくには、教育、福祉、高齢化の問題いろいろある。吉野町の今後のことを考えれば、 

３ ０ ページの３ 「高規格道路、国道、県道の整備を促進します」が B評価になっているが、４ ０  

～６ ０ ％の進展もないと感じる。そのあたりの説明もしていただいて、後期計画に結びつけていた 

だきたいと思う。 

 

◎事務局： 

・評価者は、担当参事、課長であるため、内容を確認して、報告させていただきたい。 

 

◎委 員： 

・スポーツクラブの理事をやらせいていただいている関係で発言するが、７ ページの取り組み１ 「社 

会体育・スポーツへの動機つけ、参加機会を提供します」については、評価が高すぎると感じる。 

逆に、取り組み２ 「みんなで楽しむことができる軽スポーツを振興します」、取り組み３ 「社会体 

育関連施設の計画的な整備を図ります」の評価については、もう少し達成されていると感じる。 

・私も家で農業をしている関係でいくと、２ １ ページの取り組み３ 「鳥獣害対策を充実します」の評 

価が高すぎる。全く対策がされてないと感じるので、見直す必要があると思う。 

 

◎会 長： 

・これは先ほどの別の委員からのご指摘に関連するご意見だと思う。進捗達成状況の％評価は、そ 

のバックグランドは何をもって達成していると判定しているのかが書かれていないので、主観評価 

に見えてしまう。主観評価でないと思うが、客観評価であるならば、それを判定する材料となって 

いる分母及び、分子を場合によってはどういう数値を使っているのか、全部でなくてもよいので説明 

してください。判断する数値は各部局がもって判断をしているのか。 

 

◎事務局： 

・進捗と達成状況については、審議委員の皆様にわかりやすく示すという視点で５ 段階評価をしてい 

る。 

・評価するための裏付けについては、前期計画においての各取り組みにおいて、こういうことをすると 

記載している。それに対してどう進展しているかどうかが進捗を測る１ 点目の視点である。 

・もう１ 点進捗・達成状況を測る視点に指標があるが、前期計画に示している指標だけでは評価で 
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きないところもあった。前回、ご指摘をいただいたとおり指標自体に問題がある施策もあるため、 

それ以外にも考えられる指標を取り上げて、判断している。 

・判断しているポイントは、前期計画に記載している主な取り組みについて、取り組んだか取り組んで 

いないかという進捗状況と、指標の進捗状況を踏まえて、わかりやすくお示しするために５ 段階の 

評価を行った。 

 

◎会 長： 

・その説明である程度はつながってくると思うが、どうでしょうか。 

・前期計画の進捗達成状況に掲げられている主な取り組みと指標とが合致している場合はそう言える 

が、クロスオーバーしている場合や２ つ３ つ重なっている場合は、その説明ではしんどいのではな 

いか。 

・次の後期計画では、整然と対応できるように組み替えることは可能か。このままいった方がよいの 

か。そのあたりの判断はどこまでいっているのか。 

 

◎事務局： 

・後期計画の中に表示する指標は、施策の指標を考えている。主な取り組み毎の指標の設定は考え 

ていない。 

 

◎会 長： 

・資料に沿って説明してもらうと、施策体系における施策を意味しているのか。それに対する指標と 

いったのは、主な取り組みに対応した指標ではなくて、施策に対応した指標にするというふうに聞こ 

えるが、その場合どの指標になるのかという疑問が新たにわいてくる。今出ているいくつかの意見 

がその点に集中しているので解決したい。資料をもとに説明してください。資料にある指標の推移 

の「○」に掲げられている指標は、主な取り組みに対応する指標として理解してよいのか。 

 

◎コンサル： 

・基本的には、前期計画は、施策の進捗を測る指標として設定されているので、主な取り組みにひも 

付いている指標ではない。中には、主な取り組みにひも付いている指標もある。基本的な考え方と 

して、前期計画では施策に対して設定されている。 

 これからも施策の枠で考えて、住民の皆様に対してこの施策は、この数値の上昇度合いによって達 

成度を測るという形でお示しする方がわかりやすいと思うので、そのような形で作っていこうと思っ 

ている。 

・現在お示ししている進捗・達成状況に記載している指標は、たまたま主な取り組みとひも付いてい 

る指標もあるが、基本的には、取り組みを意識した指標の設定はしていない。 

 

◎会 長： 

・それで結構である。整理するが、次の後期計画は、そのあたりの洗い直しもするということでよろ 

しいか。このフレームをそのまま使うわけではなく、その点の疑問も含めて解消するということでよ 

いか。 



-5- 

 

◎コンサル： 

・そういうことである。 

 

◎会 長： 

・そうすると、先ほどから出ている質問に対して答えなければいけないところがある。 

・各主な取り組みに対して、４ ０ ～６ ０ ％などの評価がどこから出ているかという背景をいうと、指 

標の推移の話があったので、話がわかりにくかった。総合的に判断して評価したと聞こえる。ここ 

の疑問を皆さんがお持ちではないかと聞いている。施策を前提とする指標とは言いつつ、主な取り 

組みに対して何％という評価ができるのはどこからくるのかという疑問である。それに対して答えて 

いただきたいということだけである。これだけ議論が混戦しているので、どこかに整理しないといけ 

ないところがあると思う。 

 

◎委 員： 

・今の会長の話から思うが、先ほど委員から鳥獣害対策の件で意見があった。主な取り組みに対す 

る評価が A評価になっており、６ ０ ～８ ０ ％の評価になっている。取り組み的には、柵を設置する 

などしているが、被害が０ にならないという状況を住民が感じて、評価に疑問を感じている。役場 

としては、柵を設置することの取り組みは進んでいるけれども、住民側としては何も変わっていない 

というところが、評価の数字との差になっている。見方が違う。住民が感じる６ ０ ～８ ０ ％の進捗 

状況になるようにやり方を変えていかなければならない。役場が評価する６ ０ ～８ ０ ％の評価でも 

満足するものではなく、信憑性が薄いものもあると思うので考えていただきたい。 

 

◎会 長： 

・そこで言われている疑問は、獣害を防ぐために柵をどれだけ設置した、必要面積のうち何割まで設 

置したかというところで評価するのか、実際に発生した獣害が０ 件を目標としているのにどれだけ 

発生してしまったので、達成率を例えば４ ０ ％と見るのか。アウトカム、成果で見るのか、対策、 

実施ボリュームで見るのかで評価が違ってくる。それを峻別しているのかという質問が出た。それ 

がよくわからないので、達成度評価に関する疑問がたくさん出ていると思う。その説明をやりやすく 

するような指標の設定のしかたをする方がよいのではないかということである。主な取り組みに連 

動しているべきではないのか、それの総合計が施策に反映されるべきではないのかという質問をし 

た。質問の趣旨はそういうことである。私自身もそういうふうにすべきであると思っている。次の後 

期計画の洗い直しの時には、そのような形にできるか。難しいことではない。 

 

◎事務局： 

・そのようにする。 

 

◎委 員： 

・２ ５ ページの施策名「地域間交流と定住の促進」の指標の推移は、みよしのクラブ会員数、空き 

家バンクの成約件数にしても、主な取り組みになっている。洗い直しをかけた場合、ここの指標の 
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項目が変わるということか。みよしのクラブは消滅してもうないので、指標項目としてはなくなる。 

では、後期計画において、この施策のページはどのようになるのか。例えば、どういう方向で指標 

の推移が出てくるのか。 

 

◎会 長： 

・これから点検をして、見直す。そういうものが他にもあると思うので点検をする。 

 

◎委 員： 

・絶対にある。木材関係も商工関係も目標数値が合っていない。２ ２ ページの指標の推移において、 

商工会会員数を今後維持することはとても無理な話である。木材関係にしても、作業道や農産物の 

問題にしても平成３ ２ 年の目標数値が実態と食い違っている。どういうところから数値目標を出して 

いるのか。曖昧な点がある。進捗・達成状況についても数字を出さない方がましである。 

 

◎会 長： 

・いろんな疑問が出ている。あるいは現状と数値が合っていないのではないかとの疑問も出た。 

・アウトカム指標にすべきところをアウトプット指標にしていることは妥当ではないのではないかという 

意見も出た。 

・前回の審議会では、指標の目標数値を本来減らすべきことを増やす方にすることは本末転倒ではな 

いのかと意見が病床利用率のところで出た。病院経営上は、フルに使用していただいた方が効率 

は良いが、町民がどんどん病院に入院するような町を作りましょうとも見えるし、いかがなものかと 

の意見もあった。だから、そういう見直しもかけないといけないと思う。 

・よって、後期計画では０ ベースで見直すということでいかがか。指標の目標値については、委員か 

ら発言もあったとおり、現実離れしているものもあるかもしれない。国や県の方針に協力していく流 

れからこういう数値を達成してほしいと要請が出ている数値もあるかもしれない。この場合は、吉 

野町の思い通りにならない場合もあるので、そういう数値は数値で尊重すべきところもあるかもしれ 

ない。１ 回ひとつひとつの数値も点検するということでご了解いただけるか。 

・ご帰宅になってから、このあたりがおかしいと感じられた場合は、ペーパーでも何でも結構なので、 

次回までに意見をお寄せください。寄せていただいた意見をためていきながら、作業の中に溶かし 

こんでいく並行作業で進めることとしたいと思う。お気づきの点があれば、どんどんおっしゃってく 

ださい。 

 

（３ ）後期基本計画施策体系について 

◎会 長： 

・前置きすると後期基本計画の施策体系は、従前の体系から少し変えている。先ほどから議論に上げ 

ている目標指標や評価指標の設定にも関係してくる。組み方を今の時代に合ったものに変えていか 

ないといけない部分が出てきている。それを踏まえた提案をいただくこととする。 

 

◎事務局より資料３ をもとに説明。 

 



-7- 

◎会 長： 

・今説明のあった資料３ の体系の組み替えについてはご理解いただけるか。 

・改めて取り立てるものではないが、前期計画を進めてきた中で、社会情勢も変化し、体系の整合 

性や効き目を点検した結果、こういうふうに組み替えることが一番良いのではないかという提案であ 

る。施策が消えたからといって無視しているわけではなく、別の施策に溶かし込むことが有効であ 

るということでもぐっているものもある。相談業務の充実は典型的なもので、どこの部署、分野でも 

全て相談業務があるため、相談業務だけ一つの施策としてあげていることは時代遅れ過ぎるので 

はないかというところもある。 

・参考までに言うが、政策４ 「みんなでつくる吉野町」の基本施策１ ０ 「住民参加と協働のまちづく 

りの推進」と１ １ 「効率的で効果的な行政経営の推進」は、基本施策１ ～９ 番までを上と下で貫 

き通すものだと思っている。そういう見せ方、見え方をするように編集してもらいたいと事務局に言っ 

ている。「効率的で効果的な行政経営の推進」は、行政改革室が単独でやるもではなく、全ての 

業務が応じていかないといけないことである。「住民参加と協働のまちづくりの推進」は、すべての 

施策に共通する課題である。担当課だけがやればいいという単独施策ではない。部分別分野別施 

策ではなく、総合的、横断的、縦断的施策である。上下で串を刺すような構成にしてほしいと事務 

局に言っている。 

 

◎委 員： 

・後期計画の施策体系案の中で施策２ ０「商工業の振興」と２ １ 「木材関連産業の振興」について、 

具体的にどうするかという案はないのか。文章だけで、どのような産業、企業を誘致するのか、具 

体的なことが一切書かれていない。 

 

◎事務局： 

・これから各施策の中でどういうところを目指していくかというところを掲げ、その中で取り組みとして 

どのようなことをするかという点を後期計画の中で記載していく。 

 

◎委 員： 

・木材関連産業でもいろいろあり、どのような企業を誘致するのか、どのように考えているのか、そ 

れが必要ではないかと考える。 

・第三セクターでする、またはこういう企業があるので誘致するなどが必要になってくると思う。話を 

しているだけで、具体的なことが一切出てきたことがない。 

 

◎会 長： 

・このように理解すればどうでしょうか。「新しい産業の創出と企業誘致の推進」は、前期５ 年間でも 

取り組んできたことであると思うが、あひるの水かきだった部分があったかもしれない。それはこ 

れからもやっていかなければならないと思う。よって、事業項目としては消さない。ただ、優先順 

位として、木材関連産業を振興することの方が優位性が前に出てきたと理解いただいてはどうか。 

「新しい産業の創出と企業誘致の推進」と「木材関連産業の振興」を掛け合わせた方が良い話に 

ならないかというアイディアと理解している。今までは木材関連産業を振興させるということがあまり 
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表に出ていなかった。そっちの方を出すということに意味がある。新しい産業の創出と企業誘致が 

消えるわけではない。引き続き、プロジェクト的に努力していただくことは残ると思う。効き目がど 

れだけあったかについては、私がここで論評する立場ではないので控えているが、項目としては消 

えることではないということはご了解いただければと思う。 

・他にないようであれば、体系図については、後期基本計画施策体系案をベースとして、今後策定 

作業を進めていただくとする。ただし、後期計画の各施策の審議を進めていく中で必要に応じて施 

策体系の見直しも可能だとご理解いただければと思う。 

 

（４ ）その他 

■吉野町の長期人口推移等について 

◎事務局より資料４ をもとに説明。 

 

◎委 員： 

・若い女性人口の占める割合などは、出生率に関わってくるものだと思う。年代別の数字比較は出て 

くるのか。 

 

◎事務局： 

・国勢調査結果で年齢５ 歳階級別の人口が公表されているので、２ ０ 代、３ ０ 代の女性人口の推 

移は出せる。出生率がどこまで遡って数値を出せるかわからないが、数値が出せれば、地点地点 

で２ ０ 代、３ ０ 代の女性の方が何人いて、出生率がわかれば年度毎に比較することはできる。 

 

◎委 員： 

・子どもの数を増やして未来に繋がるという考え方で言えば、出産されるであろう２ ０ 代、３ ０ 代の 

女性に対して、今後どのような施策ができるかという考え方ができると思う。若い女性に対してすご 

く大切にしてくれる町だという特色があれば、ストレートに子どもの数を増やすところに繋がってくる 

のではないか。そういう意味で若い女性がどれだけいたのかが気になったところである。 

 

◎会 長： 

・後期基本計画のイントロダクションの説明の部分に今出していただいた資料と世代別、年代別、男 

女別構成などは、参考資料として載せるべきではないかということになると思う。そのようなトレンド 

を把握した上で新しい後期計画に変わってきている、シフトしていると説明ができるようにしておけ 

ば良いと思う。 

 

◎委 員： 

・人口の減少よりも高齢化の進行が早い。人口は緩やかに減少しているが、中身を見れば高齢化が 

進んでいる。その傾向も見ていくことが、会長の話にもあったとおりトレンドを見る点においてはおも 

しろいと思う。 

 

◎会 長： 
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・政策の立体性を示すバックグランドとして役に立つし、大事な要素だということだと思う。前回のご 

意見がこういうことだと思う。そういう要素をここに盛り込もうということでよいか。その他にご意見、 

ご質問等はないか。 

・少しだけ付け加えると１ ４ ページと１ ５ ページの表の内容にずれがある。１ ４ ページは、平成１  

７ 年から平成２ ２ 年国勢調査にかけての人口減少率の抽出であるが、１ ５ ページは平成２ ５ 年１  

０ 月１ 日から平成２ ６ 年９ 月３ ０ 日の間の実績値になる。これで見ると１ ４ ページで人口増とな 

っている葛城市と三郷町は、１ ５ ページでは減少のグループに入っている。抽出している年次が違 

うのでトレンドも変わっているのでご理解ください。いずれにしても、香芝市、広陵町、生駒市、橿 

原市以外は、全て人口減少期に入っていると理解した方が良いと思う。これは次の後期計画の地盤 

づくりの部分に使うということでよろしいか。 

 

→全委員承認。 

 

■吉野町まち・ひと・しごと創生推進会議の報告について 

◎事務局より、「吉野町まち・ひと・しごと創生推進会議の報告について」をもとに説明。 

 

◎委 員： 

・この会議に出席している。行政は主に守りの面で、教育や福祉、防災などは得意であるが、攻め 

の部分の観光業、林業、製材業をどうしていくかというところを聞きたくて、推進会議のメンバーを 

呼んでいると思っている。若い方は、こうしたら吉野町は良くなるというような意見ばかりを積極的 

に出している。行政はこのような文章を作るような事はわれわれがいなくてもできるが、いろんな 

代表の方が意見を出し合うような時間をもっと増やしていってほしいと思う。ワーキンググループで 

は、人口減少に歯止めをかけるためにはどうしたら良いかなどの話が中心であり、意見を出し合っ 

ている。この審議会は、推進会議の親会的な位置づけだと思っている。行政の方は、守りのことは 

どんどんやってくれるが、総合計画の審議会においても攻めのことも活発に意見を出し合って、良 

い計画書を作れるように持っていってほしいと思う。 

 

◎会 長： 

・今ご提起のあったことは、事務局でも問題意識を持っておられたと思うが、分科会方式で進めるべ 

きではないかとのご提起かと思う。それについて何かお考えがあれば、見通しをお話いただきたい。 

分科会でするならば、条件整理しないといけない点など、何かあるか。 

 

◎事務局： 

・現時点で分科会にするという考えまでは至っていないが、前期計画が４ つの政策に分かれているの 

で、４ つのグループで議論をしていく形もどうかということは検討している。それが今お話いただい 

た形と合致するものかわからないので、これから検討させていただきたい。 

 

◎会 長： 

・分科会方式でいくと全員が参加して、いくつかのグループに分かれるイメージになるが、本体審議 
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会のバックアップをもとに再委嘱して、地元にお住まいの方なども含めて、専門部会を作るという方 

法もある。何回か精力的にやっていただいて、提案、報告書をもらって、本体の審議会で議論する 

という形である。そういう方法もないことはないので、一度検討してください。予算と期間制約など、 

さまざまな制約条件をかけた上で検討しないといけないことである。 

 

◎委 員： 

・このまち・ひと・しごと創生推進会議は、今ワーキンググループに分かれているようだが、最終的  

にどういう方向でこの会議はまとまっていくのか。落としどころや期限などのある程度のイメージは 

持っているのか。 

 

◎事務局： 

・推進会議は５ つのグループに分かれて議論している。目的については、先ほど担当から説明させ 

ていただいた。総合戦略自体は、９ 月末から１ ０ 月初旬までにまとめたいという思いは当初から持 

っている。ワーキンググループで議論されることや推進会議での議論を踏まえて作成していく。当 

然、総合戦略の中身については、総合計画にも盛り込んでいく。期限としては９ 月末から１ ０ 月初 

旬を目指し、そこでまとめたものを審議会の中でも確認していただく。具体的にどうしていくかとい 

う点については、ワーキンググループの中で話し合われた内容を精査して、審議会にも上げさせて 

いただきたいと考えている。   

 

◎委 員： 

・９ 月末から１ ０ 月にはまとめて、ワーキンググループや推進会議において様々な意見聴取をして集 

約したものを後期計画の中に反映する提言的なものが出てくると捉えてよいか。 

 

◎事務局： 

・結構である。一つのワーキンググループの中にもすぐにできるものと、時間がかかるものとそれぞ 

れあると思う。それも踏まえて出させていただく予定である。 

 

◎委 員： 

・例えば国栖の里振興と出ているが、吉野町全体ではなしに国栖の里を取り上げるということは、総 

合計画においては難しいと思う。地域的なところはコアの部分になってくるので、そのあたりの兼ね 

合わせについてどう捉えるべきか。こういう進め方をするとは思っていなかったので、総合計画審議 

会と推進会議がリンクしすぎると恐い話になるという懸念、心配がある。 

 

◎事務局： 

・国栖の里振興ワーキンググループは地域限定のように見えるが、例えば同じしくみが龍門や吉野山 

でもできないかというところも踏まえて進めている。そのようにご理解いただきたい。 

 

◎委 員： 

・木材林業が主要産業としてあるが、製材も箸の材料も不足している。原木が安いから木が山から 
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出てこないという現象が起きている。昔から吉野にすばらしい高等学校、建築技術の吉野高等学校 

があった。吉野町には高等学校があり、今までにぎわいにもなってきたと思う。奈良県が中心にや 

っているが、この問題を中心に技術者の養成と教育を充実していく必要がある。奈良県の農林部の 

方々をこの会議に出ていただいてアドバイス的な指導を希望しているということを伝え、それを聞き 

入れていただく窓口がないとここでいくら議論しても前に向いて進まないと思う。吉野町の活性化を 

考えると奈良県と地域とで考えていかないといけない。桜井市には、農業大学ができる。地元の方 

が陳情して、今年完成すると思う。そこに飲食店などもできることで、地域が活性化する。そういう 

ことには、市長など行政が絡んでいる。会議をして文章を作っても、実行しなければ何もならない。 

そこまで吉野町はきていると思う。立派に高等学校があるので、建築技術者を養成していく。東京 

でも技術者が不足していると聞いている。吉野町は、技術養成や教育を受ける場として、奈良県と 

作っていく考えがあるのか。検討していってはどうか。 

 

◎事務局： 

・この話はワーキンググループの中でもさせていただいている。小さなころから木になじんでいただく 

木育や吉野中学校に木の机を導入し、インフルエンザの発症数が減少したとの話も聞いている。そ 

ういうことも含めて、木に関わることを徹底的にやろうと進めている。そのことにより、吉野町の方が 

どのように儲かっていくのか、吉野町の方が所得を上げていくのか、しくみとしてどう作っていくの 

か考えていただいている。吉野高校については、関係課の方にお伝えもしている。その育てた子ど 

もをどこに就職してもらって、どうしていくのかまで考えていかなければならない。育てるだけでは 

うまくいかない部分もあると思うので、そのあたりも踏まえて検討している。総合戦略を作っていく 

上でも十分議論をしたいと考えており、審議会にも報告させていただきたいと考えている。 

 

◎委 員： 

・奈良県の農林部長に声をかけ、この席上に出席してもらうなど、吉野町の考え方を奈良県の方に伝 

えていかないといけない。努力していただきたいと思う。 

 

◎会 長： 

・まだご発言をいただいていない方がいるので、どの内容についてでも結構ですのでご発言をお願い 

する。 

 

◎委 員： 

・２ 点教えていただきたい。河原屋の定住促進住宅の状況を教えていただきたい。空き家バンクは、 

吉野町内だけの話か、奈良県全体や近隣町村も含めたものなのか教えていただきたい。 

 

◎事務局： 

・定住促進住宅については、１ ０ 件募集させていただいて、１ ４ 件の申込みがあった。うち町内の 

方からの申込みが１ ０ 件で町外の方が４ 件である。 

・空き家バンクの制度は吉野町が作ったが、なかなかうまくいかないということで、現在 NPO法人 

空き家コンシェルジュと連携してやっている。その拠点を上市に作っている。空き家コンシェルジュ 
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は、吉野町とも関わっているが、これから奈良市などとの関わりも作っていくと聞いている。また、 

南部地域との関わりもあるため、上市の拠点が南部地域の窓口にもなると思われる。 

 

◎委 員： 

・先ほどから総合計画の最終目標が上げられているが、とても無理なものも上げられている。数値 

目標については進んでいけば良いが達成できないものについても過大に目標設定することは無理 

があると思う。分科会でもよいが、そういうところで意見を重ね、目標を設定しながら進めていく方 

がよい。目標をあまり高く設定するとしんどい面も出てくると思うので、よろしくお願いしたい。 

 

◎委 員： 

・先ほどの進捗、達成状況の中で１ ５ ページの取り組み３ 「地域福祉計画を推進します」の評価が 

D評価になっている。この理由が気になる。総合計画を受けて、地域福祉計画を策定しているにも 

関わらず、なぜ全くできていないのか疑問に感じる。そのあたりを教えていただければと思う。 

 

◎事務局： 

・先ほどからご意見をいただいており、整理させていただきたい。目標設定値についてももう一度考 

えなさいとのご指摘もいただいているので、項目も含めて精査していきたいと考えている。 

 

◎委 員： 

・林業と木材関係の話になるが、荒井知事の方針で林業の生産と木材加工、流通の方まで調査を詳 

しくされている。吉野町の製材所で山から木が出てきて、製品が加工されていて、どういう木に付 

加価値がついて売られている、どういう木が売れなくなっている、それに対して吉野町ではどのよう 

な木が生産されているのかというとりまとめが業界にあるのかどうか疑問に感じていた。そのために 

は、山からどんな木が出てこなければならないとか、林業と加工業が一体にならなければならな 

いと思っている。われわれ業界がそれに対応する業界でなければ、ますます衰退していくことは当 

然であり、そのあたりの細かな調査が業界にとっても行政にとっても必要ではないかと考えている。 

・吉野町がまちづくり振興課にされて、一次産業と二次産業を一体的に捉えるという行政方針をもとに 

規格を変えられたと思うが、吉野町の山だけを見て木材関連産業とみることは難しいと思う。その 

あたりは、難しいと思うが広域化が必要だと思う。各町村で林業振興がされているが、どうしても 

空振りのような施策ばかりになってしまい、一次産業、二次産業が一体となった施策展開がないと 

林業振興には繋がっていかないと思う。 

 

◎委 員： 

・２ 点ある。現行計画の進捗達成状況について、言葉の使い方などわからない点、不明点、疑問点 

がページ毎にある。リストアップして事務局に届けて回答いただきたいと思う。 

・２ 点目は、まちの政策・施策がどのように作られていくのかを知りたい。例えば、まち・ひと・し 

ごと創生推進会議の若い方たちの新しい発想や提案がどのように活かされていくのか。あるいは協 

働の可能性を誰が如何に仕切れるのか、ということである。 
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・移住・定住に関しても、特に若い人には仕事や希望職業をもって吉野町に来ていただくことが大事 

であり、マーケティング活動をふまえて、その可能性や将来性を提案し、町からこういう人に来て欲 

しいという仕掛けを作っていかなければならない。もちろん、起業支援、税制の優遇、生活支援な 

ど行政的な援助も明確にする。リタイヤ組には、趣味とスキル・経験を持ってきていただけたら、 

それらを活かせて、これからの人生がより面白くなるという発信がほしい。 

 

◎委 員： 

・吉野に来て４ 年になるが、４ 年前に比べると住民の方がいろいろしていることも見えてきている。 

・若者など意見を持っている方がその方々だけで意見を出し合っていると思う。この４ 年間でも何人 

かずつで動いているところは見えている。何人かずつ動いているだけでは形にならない。そのとき 

だけで終わってしまっていることもある。ここの場所で文章だけ作っても仕方がないという先には、 

もっと住民でまとまっていかなければならないと思う。この場で皆さんの意見を聞いて、良いことだ 

と思っても他の方に伝える場所もない。単純なアイディアだが、集まる、集う場所がないと良い話 

も伝わらないし、役場からの良い話も伝わっていかないことが多い。どちらかというとやりたい、や 

ってみたいという人だけが動いているとそれだけで終わってしまう。もっと形になる場所、集う場所 

を設定していかないといけないと思う。設定しても、なかなか集まってもらえないというところをもっ 

と解いていかないといけないと思う。 

 

◎委 員： 

・まち・ひと・しごと創生推進会議の報告の中で出てきた国栖というひとつの地域だけを総合計画に 

落とし込むことはどうかとの意見もあったが、吉野の特色を出す上でひとつの国栖という地域を特化 

して出すことが悪いことではないと感じる。総合計画の中でも何も特色がないとステレオタイプのこ 

とが並んでいるだけでひっかかるところがないように感じる。その他の活動も行政がバックアップす 

ることが前提ではあるが、せっかくやる気満々でワーキンググループで話されていることを、吉野 

の魅力を活かした産業の振興というところに落とし込むことが悪いことではないように思う。 

・他には、第三セクターや企業誘致については、今まで努力してきたけれども身を結んでいないとこ 

ろもあったかもしれないが、個人的にはがっかりする。それよりも今あるもの、今ある若い人たち 

の考えを総合計画に入れていく方が良いと思う。せっかくやる気を出している方がいらっしゃるので、 

その意見を反映させることができればと感じた。 

 

◎委 員： 

・どういう町を作っていくかを話をして、そのためにどういうことをすれば良いかということを話してけ 

ば良いのではないかと思う。 

・PTAを代表してきているが、先ほどから子育てについて記載があるが、現行計画の進捗、達成状 

況の％評価がいるのかどうか。この数値を出すことによって、おかしいとの意見もたくさん出てくる 

と思う。空調設備について１ ０ ０ ％になっているが、これは幼稚園だけの話である。小学校は全く 

達成されていない。扇風機をつけてほしいと言っても維持費の問題等でつけてもらえない。そもそ 

も子育てがこども園までが子育てか、小学校、中学校、高校までを子育てというのかによって、書 

き方も変えていかないといけないと思う。高校までが子育てというのであれば、もっと広い範囲でこ 
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うした方が良いなどの具体的な案を出して進んでいくことが必要ではないかと感じる。前期基本計 

画を進めていただいたので、それを踏まえて後期基本計画において、具体的にどういう取り組みを 

するかを入れていただければと思う。 

 

◎委 員： 

・総合計画ができた時に北岡町長が職員が手垢ですり切れるくらいに使うというふうにおっしゃった。 

それくらい総合計画を大事にしようということでスタートした。 

・職員の方が真剣に動いてやったという達成感が持てるような中身になるようにみんなの声を集めた 

い。それと合わせてスピーディーな取り組みをお願いしたい。学童保育を何回も要望して、お母さ 

ん方の強い願いだったが、実現した時には子どもたちが中学生になっていたということがあった。 

本当にこの場が５ 年後にすごく活きているなと思えるようにみんなが手垢ですり切れるくらい活用 

できる中身にぜひしていただきたい。 

 

◎委 員： 

・吉野町の人口の推移で産業別就業者数や就業者率があるが、町内の方が町外に出て行って働いて 

いるのか、町内で働いているのか、そのあたりの数字もつかめるのであればお願いしたい。役場 

でも町外に住んでいて、町内で働いている方もいる。当然、たくさんの人が住んでいて、たくさん 

の仕事があって、生活していることが目指すべきところだと思うが、町の特色によってはベットタウ 

ンで良いとする場合もあれば、逆に交流人口をたくさん持ちたいという特色のある町もある。そのあ 

たりも総合計画の中で見え隠れしてくる部分もあると思う。さまざまな見方の中で数字をもう少し出 

してもらえればと思う。 

 

◎委 員： 

・現行計画の進捗、達成状況について、先ほどからいろんな意見が出ているが、ここでその質問をし 

ても事務局ではすべて答えられない。評価者、担当課の意見をもらわないと実際にはわからない。 

会議の時間の制約がある中で、これから全体で話をするのか、分科会で話をするのかわからない 

が、この内容をみんなで検証していくのに担当参事、担当課が説明してこそ始めてみんなが理解 

できると思う。後期計画を作っていくために担当参事や担当課の説明が必要になってくると思う。説 

明がないと気づかない点もあると思う。 

 

◎委 員： 

・いろいろ人口の推移など論議したが、いくら人口が減ってもこれからを担う子どもを一番大事にしな 

ければならないと思う。そのためには、学校教育の充実は、いろんな施策の中でも優先順位とし 

ては 1番にあげないといけないと思う。林業や商工業などももちろん大事であるが、これからを担 

う子どもを大事にしないと何ともならないと思う。 

 

◎会 長： 

・いただきましたご意見は大変貴重なご意見ばかりであったと思う。 

・現在の総合計画の位置づけは、地方自治法第２ 条第４ 項上の総合計画ではない。吉野町まちづく 
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り基本条例に基づく総合計画に位置が変わっている。前期計画と後期計画では、担保する法律、法 

令が違っている。条例が担保している。よって、個性的な計画になることは必然であろうと思ってい 

る。具体的な事業の提案やこういうふうにしてはどうか、こういうチェックをかけてはどうかというご 

意見は、この計画にそのとおりに反映させることは困難であると思う。あまり個性的に記載してしま 

うと５ 年間担当を縛ってしまうので、これ以上手も足も出ないとこれをしなさいと言われているので、 

こっちの事業には手が回らないという話も出かねない。それは、担当部局の主体性で一度吟味して 

くださいというキャッチボールが何回かあるので、例えば企業誘致はどのようにがんばっているの 

か、林業振興のための支援策をどれだけ考えたのかなどは、今日出たご意見をもとにフィートバッ 

クしてもらうつもりでいる。それともう一度確認したい点は、進捗状況の評価や達成上の評価がな 

ければ、勤務評定はできない。吉野町の場合は、議会の議決もいる。よって、議会も含めて、団 

体自治責任だと思う。市民に対して、議会も含めて公約を承認したわけである。町長公約とは違う。 

重みがまったく変わってしまう。議会で議決し審議していく限り、何でもかんでも町長の責任という 

わけにはいかなくなるということである。町にとっての町民に対する公約になるということである。そ 

れぐらい重たいものであるので、一定程度の縛りをかけないといけない。それが進捗度評価であ 

る。その進捗度評価が曖昧になっていないかということで、質問、やりとりをさせてもらった。非常 

に重要なことである。 

・神戸市やその他の市町村において、このような役職を５ ，６ 個やっているが、神戸市の場合は、 

前期の評価、後期の評価をきちっとやって、局長の勤務評定に反映している。ベクトルが上向いて 

いない場合は、なぜ上向いていないか、横向きなのか、客観的かつ科学的に説明しなければなら 

ない。とても無理な数字を掲げられている、状況変化でとても達成できないと言った場合は、審議 

会に数値目標の変更申請をすることとなっている。始めから出来ない数字をあげないことと同時に 

いつでもできる数字も認めない。それをするために審議会は、必ず審議をする。よって、どこの町 

においても、これから総合計画は重たい位置づけになってくるでしょう。新人の人事評価に総合計 

画の業績評価や達成度評価をぶつけることには無理があるので、幹部の人事評価に反映させる。 

議員の人事評価に反映させる。そう思ってください。よって、いい加減なものではない。前期計画 

についても皆さんと共通認識を持ち、真剣に議論をしていただく。行政も責任の重たさを自覚してく 

ださっていると思うので、もう一度今日の場で再確認していただきたいと思う。 

・アイディアはいっぱい出してくださって結構であるが、それを実現するために何らかの時間的制約、 

組織的制約、予算的制約、法律的制約いろいろあると思う。そこをくぐり抜けてでも何かする方法 

はないかというところを考えていただきたい。 

・委員の中の発言で良いものがあったが、組織と組織、事業と事業、人と人をもっと結び付けてター 

ミナル化するような、そういう着想がもっと必要かもしれない。総合戦略の方の国栖の取り扱いにつ 

いて、ご発言があったが、これは国栖をモデルとして参画と協働のグループに入れた方が良いか 

もしれない。全住民自治協議会が計画作りや事業興しをがんばろうというモデルとして扱っても良 

いかもしれない。または、産業振興の方に入れた方が良いかもしれない。その判断は、この審議 

会ですればどうでしょうか。将来的には、合計５ つの自治協議会ができるので、５ つの地区毎の 

地域別総合計画が全地域的に押さえられていて、その上に横断的、分野別、施策別に全町共通の 

総合計画という２ 層別計画に将来は発展していくでしょう。例えば、岐阜県多治見市、神戸市など 

は、地域別計画の上に全市部門別の総合計画を乗せていくという形に変わってきている。吉野もい 
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ずれそうなってくる。その例を今国栖地区で作ってくれている、モデルとしてがんばってくれている 

と私はそう思って、聞いていた。そこだけがひいきされていると取られないように何かその成果を全 

町が特をすると受け止められるようなストーリーを考えたいと思う。そういうことでご理解いただけれ 

ばうれしい。 

・所定の時間になったので、一旦事務局にお返しする。 

 

◎事務局： 

・日程の件であるが、都度次回の会議日時を決めるとなっていたが、次々回の日程まで決めさせて 

いただきたい。 

→全委員承認。 

・第４ 回、第５ 回吉野町総合計画策定審議会の日程について 

【第４ 回】平成２ ７ 年９ 月２ ５ 日（金） 午後７ 時から 

【第５ 回】平成２ ７ 年１ ０ 月６ 日（火） 午前１ ０ 時から 

 

◎委 員： 

・先ほどお願いしたこととして、前期計画の検証について具体的に話を進める意味において、専門の 

担当者が質問に対して回答するということでよろしいか。 

 

◎事務局： 

・評価をした参事に出席を願おうと思っている。 

 

◎委 員： 

・それまでに質問したいこと、疑問を書いたものを FAXで事務局に送付する。 

 

◎会 長：それではありがとうございました。 

 

４ ．閉会 


