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第 4次吉野町総合計画後期基本計画 第４ 回策定審議会 議事録（案） 

 

■日時：平成２ ７ 年９ 月２ ５ 日（金） 午後７ 時０ ０ 分～午後９ 時０ ０ 分 

■場所：吉野中央公民館 第３ ・４ 研修室 

■出席者：第４ 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：こんばんは。今日で第４ 回になりましたが、後しばらく熱心なご議論をいただければ、

原案も固まってくるものと期待しております。長々と挨拶する時間ももったいないですので、審議に入

らせていただきます。よろしくお願いします。 

  

３ ．案件 

（１ ）第３ 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、再度ご確認いただき、問題がないということであれば、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 ）前期基本計画の進捗・達成状況について 

◎会 長： 

・前回の審議会で熱心に議論いただいた。そこでの発言及び会議以降に事務局にお寄せいただいた 

意見や質問がある。それについて、事務局より回答書が送付されている。回答を確認したがまだ 

わからないとか、その他のご意見、ご質問があれば、本日評価者の方にも出席いただいているの 

で、この場でお答えいただけると思う。事務局から資料の説明をお願いする。 

◎事務局より資料２ をもとに説明。 

 

◎会 長： 

・内容が多岐に渡るので、ページ毎に意見・質問をいただくこととする。 

 

【施策名「子育て環境の整備」～「地域ぐるみの健全育成」】 

◎委 員： 

・前期計画の進捗、達成状況を計る指標の中で空調設備の設置率があった。こども園の設置率は、 

１ ０ ０ ％であるが、子育ての対象が１ ８ 歳以下とのことであれば、小中学校までを含めて進捗達 

成状況が１ ０ ０ ％になっているのは評価、見込みが行き過ぎではないか。 

・小学校においても、扇風機を増やしてほしいという意見を聞いている。空調設備が整っているのは、 

こども園だけであるので、子育ての定義を確認させていただいた。 

資料１ 
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・中学校を含めた子育て環境や支援が充実しているのか、達成しているのか、その上で前期基本計 

画における進捗達成状況を確認していただくべきではないかとの意見である。 

 

◎委 員： 

・学童保育の利用時間について、登校日と夏休み等の長期休暇の期間があるが、親御さんが早く仕 

事に行かないといけないこともあると思うが、その視点は含まれているのか。 

・学童保育の指導員の人数は確保できているが、どのような資格を持ち、どのように動いているのか。 

人数の確保はできているが、課題が見えてこない。人数が確保できている点において、進捗達成 

状況が良いのは理解できるが、課題はないかなど、内容について詳しく教えていただきたい。 

 

◎担当者： 

・こども園については、平成２ ７ 年度に空調設備の設置を完了している。中学校については、新校舎 

開設時点で設置をしている。小学校については、計画を立て予算取りを行うまたは、県に向けて対 

応していく予定である。子ども子育て支援事業計画においては、子育ての定義を１ ８ 歳以下として 

記載している。平成２ ７ 年度中での達成度１ ０ ０ ％は間違っていると考える。 

・学童保育について、平日は学校終了後から午後７ 時まで、土日や長期休暇の期間は、午前７ 時 

３ ０ 分から午後７ 時までとしている。学童保育に来ていただいている方は、低学年の方が多い。 

利用されている方の意見を聞かせていく中で、できる限り住民の皆様のニーズにあった子育てサー 

ビスを提供できるよう、お預かりする時間など内容についても検討していきたい。 

・指導員は、現在１ ０ 名。１ 名が嘱託職員として、全体の長をしていただいている。それ以外の方 

は、時間単位の日々雇用という形で来ていただいている。資格は特にないが、以前に保育所や幼 

稚園に勤められていた方もおられる。指導員の方の職場研修やスキルアップ研修も重点的に実施し 

ている。特に関わりの深い小学校との関わりについても重点的に進めているのが現状である。住民 

の皆様のいろんなニーズを聞かせていただいて、対応できるところは対応させていただきたいと考 

えている。 

 

◎委 員： 

・学校教育のところであるが、子どもたちの学力をどう引き上げていくか、基礎学力、低学力をきち 

っと身につけていくもっと具体的な施策が必要であると感じる。それが、学力テストの分析公表だ 

けで、スタートラインにさえ着いていない状況であり、もう少し深くつっこんだ取り組みが必要である。 

後期基本計画では、具体的な取り組みが上がってくることを期待している。 

 

◎担当者： 

・子ども達には、生きる力ということで学んで、それを実践する、自分をどう活かして生きていくかに 

ついて、学校の中で目標を立て、吉野町でも教育方針を立てて、それに基づいて実施している。全 

国的に年１ 回、小学６ 年生と中学３ 年生を対象に学力テストが実施されている。生活態度について 

もその中で調査がある。子ども達の弱点や家庭での学習態度などについて、学校とも十分に協議 

をした上で教育方針や目標の中に活かし、少しでも基礎学力の向上に繋げていきたいと考えている。 

学校、保護者の皆さんと一緒に取り組んでいるのが現状である。 
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◎委 員： 

・生きる力としての基礎学力を向上させていかないと、これから国際化が進む中で英語教育も充実さ 

せ、世界に発信していこうという人財を育てていかないといけない。他では、休みの期間中に大学 

生が来て、教えるなど、基礎学力の向上に向けた取り組みを実施しているところもあり、そこまで一 

歩踏み込めないかと思う。総合計画であるので、計画としてレベルアップへの取り組みとして、従 

来から一歩進んだことを施策として入れてほしいと思っている。 

 

◎担当者： 

・基礎学力については、学校、教育委員会、家庭も含めて、夏休みなども補修学習もしているが、 

今おっしゃっていただいたとおり、前向きに取り組んで、効果を出せるようにしていきたいと思う。 

 

【施策名「障害者福祉の充実」～「農林漁業の振興」】 

◎委 員： 

・「障害者福祉の充実」のところで私が言いたいのは、障がい者と健常者が直に向き合って、お互い 

を理解することが大事であり、離れて見ているとかそういうことではない。障がい者と健常者がお互 

いに理解し合って、共存できるために何ができるか、何をしていくのかを教えていただきたい。 

 

◎担当者： 

・障がい者の方と健常者の方が同じステージに立って、お互いに理解する機会として、吉野まつりや 

様々な催しがある。健常者がたくさん来られるところで、障がい者の取り組みをパンフレットなどを 

通じて紹介する中で、障がい者の方がどんなことに取り組んでいるのか、どんなことにお困りになっ 

ているのかを知っていただくことが必要だと感じている。 

 

◎委 員： 

・地域福祉計画は行政の計画であるか。社会福祉協議会の地域福祉計画の中で福祉行政としてどの 

ようなものがあるのか。それが D評価であれば心配であり、全くできていないのか。各地域での 

ネットワークができていないと記載されているが、今後各自治会等での立ち上げなどの計画はある 

のか。 

 

◎担当者： 

・社会福祉協議会での取り組みとして記載させていただいている。地域福祉計画は行政の計画である 

が、地域福祉計画を受けて、地域活動計画を作るのが社会福祉協議会であるので、このように回 

答させていただいている。その中で達成率が低いと評価したのは、福祉を通して地域の問題点を探 

っていこうという地域座談会を開催していこうというのが地域活動計画の目玉であった。その地域座 

談会がまだ一つも開催できていないということで評価を低くさせていただいた。今後については、ま 

ちづくり基本条例の中で、自治協議会を作っていくという話がある。自治協議会を作っていく過程に 

おいて、地域の課題を解決していくということもある。福祉の中での地域座談会を作っていくという 

ことと同じようなことが自治協議会でもされていくと考えているので、今後、自治協議会を作ってい 
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く中で、この座談会も展開できればと考えている。 

 

◎委 員： 

・旧の自治体で配分金も渡して、何でもいいから地域おこしに関する取り組みをしたいという意見を聞 

いた。旧の自治体単位で地域おこしに何が良いかを考えて、何でもいいから実施していただくこと 

も良いと思う。活動計画は、社会福祉協議会が実施するが、町行政としても指導、連携していただ 

くようにお願いしたい。社会福祉協議会の活動だけで評価が低いが、それが心配である。福祉行 

政として、いろいろやっていただいていると思うが、一部を抜き取って評価が低くなっているので、 

町行政としての評価はどうなのか。町と社会福祉協議会と連携して、今後協力、指導いただくよう 

にお願いする。 

 

◎委 員： 

・木材の販売が低迷し、山林の木が放置され、全体に成長していない。ところどころ枯れており、土 

壌が崩れるなどが起こっている。最近、交付金により林道が盛んに作られているが、そこから出し 

てくる間伐材が問題になっている。大淀町などでバイオマス発電をやろうとしている。間伐材にもい 

ろいろあり、建築材として利用できる材もある。バイオマス発電は交付金が入ると２ ０ 年くらいはや 

らなければならないということで、間伐材だけでは足りないという状況が起こってくるのではないか 

と考える。従来、建築材料となっていた材までをバイオマス発電で利用されるのではないかと心配 

される。業界と行政が協力して、バイオマスに利用していい材と建築材として利用できる材を仕分 

けしていかなければならない。早いうちに手を打って、林道の整備、間伐材の有効利用に力を入 

れていただきたい。  

 

◎担当者： 

・この資料の中に木のまちプロジェクトという文言が出てくるが、C材と言われる間伐材をバイオマス 

発電所の稼働に向けて集積しているところである。A材と言われる建築材については、従来通り市 

場に出荷していると聞いている。 

 

◎委 員： 

・鳥獣害対策のところであるが、６ ０ ～８ ０ ％の進捗評価が高すぎるとの意見があった。鹿対策が 

終了してしまうということでどうなるか心配である。イノシシだけではなく、鹿の被害も増えている。 

今年度に留まらず、平成３ ２ 年度まで目標値として鹿などのジビエも含めた検討が必要である。あ 

る場所では、鹿やイノシシが家にまで入ってきて、子ども達を外に出せないとの状況も聞いている。 

今年度で終了することなく、平成３ ２ 年度まで鹿対策を進めていただきたい。 

 

◎担当者： 

・吉野町の鳥獣被害防止対策計画を策定している。その中でイノシシ、鹿も対象になっている。その 

計画に基づいて、イノシシ、鹿の対策を行うということであるので、今後も引き続き実施していきた 

いと考えている。地元の皆様のご要望も伺いながら進めていきたいと考えているので、よろしくお 

願いしたい。 
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◎委 員： 

・吉野町の中で限りある資源を大事にしないといけない。吉野町の限りある資源としては、林業、農 

業があり、この分野に力を入れていただかないといけない。鹿害では、交通事故の被害などもあ 

る。他の市町村で被害を防ぐ良い方法を実践しているところはないか。 

 

◎担当者： 

・私どもも他府県他市町村の事例も調べ、効果的な方法がないか調べている。地域の皆様と協力し 

ながら対策していくことが必要であると思う。例えば、農地と山の間を開けて住み分けをするなど、 

田畑に耕作した後の不要な作物を放置しないなど、基本的なことから住民の皆様にもお願いをして、 

国の補助金などをいただきながら柵の支給や猟友会とともにイノシシ、鹿の駆除をしていきたいと 

考えている。今後の課題としては、他府県他市町村の事例も参考にしながら進めていきたいと考え 

ている。 

 

【施策「商工業の振興」～「新しい産業の創出と企業誘致の推進」】 

◎委 員： 

・吉野見附三茶屋のことであるが、頓挫した理由は説明のとおり理解できたが、今後この計画の中で 

見附三茶屋はどういう位置づけになるのか。計画の中に記載されるのか、このまま計画からも消え 

ていくのか。８ 月末までされていた事業者も住民が誰も知らない間に閉めていたと思う。計画の中 

でどういう位置づけになるのか、この場で教えていただきたい。 

 

◎事務局： 

・担当評価者が他の公務の都合で欠席させていただいているので、事務局の方で簡単に説明させて 

いただく。見附三茶屋施設は、小水力発電推進協議会が使用されていたが、８ 月末で返却された。 

吉野町では、見附三茶屋の施設を地域発展のために活用していこうと議会でも了解をいただいた。 

これから新たに公募させていただいて使っていこうと考えている。 

 

【施策「地域間交流と定住の促進」～「財政健全化と行財政改革の推進」】 

◎委 員： 

・高規格道路・国道・県道の整備については、どの箇所の整備について４ ０ ～６ ０ ％の進展となっ 

ているのか教えていただきたい。過去に陳情した意見については、必要な道路整備であり、吉野町 

単独でも取り組むことによって、吉野町の地方創生に繋がっていくのではないか。地方創生の流れ 

にのった事業として、吉野町単独でも取り組んでいけないかと提案した。 

 

◎担当者： 

・資料に記載のとおり、県道等は吉野土木事務所において通行量を調査し、費用対効果を調査してい 

る。結果としては、費用対効果が低いとなっている。それよりも重要路線である国道１ ６ ９ 号線等 

の整備が必要であったと聞いている。何もしなかったわけではなく、調査を実施したことから、こ 

のような評価をしている。 
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◎委 員： 

・地方創生担当大臣もでき、国、県も地方創生に積極的に協力するとなっているので、この機会に 

新しく取り入れていただきたいということが意見である。今後の吉野町の取り組みとして取り入れて 

いただきたいと思う。 

 

◎担当者： 

・前向きに検討させていただく。 

 

◎委 員： 

・地域防災力の向上について、いつ起こるかわからない災害について、マップづくりや講演会も大事 

であるが、即戦力になる訓練を一日も早くしないといけない。危険な箇所が把握できても、住民が 

どのように動いたらいいかわからない。吉野町の一カ所でする防災訓練ではなく、大字毎に危険箇 

所や問題点が変わってくるので、それぞれの大字の方々にどこに逃げればいいか、どこが危険か、 

どういう風に助けあえるかを役場から提案するだけではなく、地元の方々に考えていただく、体験し 

ていただく機会をたくさん作っていかないといけない。そうしないと実際に災害が起こった時に逃げ 

られない。考える機会も試す機会もない。計画の中で訓練の回数が２ 回では意味がないので、計 

画も見直し、備えていただきたい。 

 

◎担当者： 

・おっしゃるとおりであり、町としても平成２ ６ 年度から自主防災組織において、少なくとも２ つ以上 

の大字で地域防災マップを作ろうという動きを始めている。地域によっては、すでに地域のいろんな 

方に出ていただいて、地域それぞれの防災マップを作って、避難ができるように取り組みを始めて 

いる。町全体の避難訓練であるが、以前の目標では２ 回とさせていただいていたが、今回新たに 

それぞれの自主防災組織の中での防災マップの策定であったり、地域毎の防災訓練への参加率を 

指標として出していきたいと考えている。 

 

◎委 員： 

・地域の防災組織があるのはわかっているが、住民の皆さんが何をすればいいかわかっていないの 

が現実である。夜でも訓練をしていかないと、昼の明るい時ばかりにしてもいけない。町がもっと 

支援をして、促進していかないといけない。組織を作ることが目的ではなく、みんなで避難できる 

ことを考えることが目的である。町ももっと協力的にやっていただかないといけないと思う。 

 

◎委 員： 

・空き家のことであるが、自分の地域にいつ崩れてもおかしくない空き家がある。その所有者本人で 

は解体することができないということで、何とかしてほしいとの連絡を受けた。役場の方で、大字毎 

に空き家の調査を実施すると聞いているが、今後の空き家対策について教えていただきたい。 

 

◎委 員： 

・NPO法人空き家コンシェルジュとの連携について、具体的にどのような連携をしているのかという 
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中身について質問させていただいた。上市にできるということは雇用がうまれるなど、メリットがあ 

ることは承知しているが、連携とはどのような形になっているのか。例えば、吉野町の HPから空 

き家コンシェルジュの HPにいけるようにネットワークができているのか、空き家コンシェルジュから 

どのように吉野の空き家を発信するのかということが知りたい。資料の回答に記載のある紹介に留ま 

らない関わりが可能になったとあるが、町の仕事としてそこまでできていればいいことである。連携 

をするということは、対応できないとのいうことの裏返しであって、決して解決にはなっていない。 

前向きな構想になっていないと感じるがどうか。 

 

◎担当者： 

・民生委員の方に空き家を調査していただき、その成果をもとに空き家の情報化を進めている。次は、 

現実に地域に入って、空き家の所有者の確認をして、アンケートを取るなど、貸したいのか、売り 

たいのか、もしくは誰にも売ることも貸すことも考えていないのかの意向調査もした上で、いつ倒れ 

るかわからないような空き家についてもどうしていくのかを検討していく。空き家等対策計画を町と 

して策定していくが、国が定めた特別措置法に位置づけられているものであり、空き家対策計画を 

定めると国の法律をそのまま準じて施行できるようになる。例えば、最終的に危険な家屋を行政代 

執行で壊すことも不可能ではなくなる。そういうところに主眼をおいて、空き家の調査を実施してい 

る。本当に危ない空き家を特定空き家という表現を国の法律ではしているが、どれがその空き家に 

該当するのか、町が独自に条例に定めて対応してはどうかとの話もあったが、誰が空き家を壊さな 

ければならないと判断するのか、個人の資産であるので、そのあたりの対応が難しかったわけで 

あるが、国の指針もだされてきている。 

・次に特定空き家を含んでいる地域の方、自治会の方や隣組の方、建築家や工務店の方などに委員 

に入っていただいて、その空き家が本当に撤去しないといけないほど危険な空き家なのかどうか、 

その空き家が倒壊すると道がふさがる、隣の家に危害をくわえる、また、倒壊はしないが、庭木を 

手入れしていただかないと隣近所にものすごく迷惑をかけてしまう、そのような空き家を特定空き家 

と位置づけて、対応する。最初はお願い、命令、最終的に命令に従わない場合は公表、それでも 

対応いただけない場合は、行政代執行での解体になる。他の市町村の場合では、行政代執行の 

前に市町村が解体にかかる補助金を支出するところもある。吉野町においても解体に係る補助制度 

を作ることも検討しているが、どれだけの件数が特定空き家になるのか把握できていない状況にあ 

るので、それを把握した上で、補助制度についても検討していきたいと考えている状況である。 

・空き家コンシェルジュについてであるが、この NPO法人はもともと吉野町にできた法人ではない。 

県下いろいろな場所で活躍されている法人であり、上市の空き家を活用して「定住促進支援センタ 

ー」を開設し、地域おこし協力隊も配置している。吉野町がやっていたことを空き家コンシェルジュ 

が行っていくという考え方ではない。今までの空き家バンク制度では物件の所有者と利用したい希 

望者を紹介、引き合わせて終わりの制度であった。それ以上は行政としては、宅地建物取引業法 

の関係で立ち入れなかった。空き家コンシェルジュは、宅地建物取引業法の許可も保有し、業者登 

録も行っているので、もう一歩踏み込んで物件所有者と利用希望者のマッチングを行うことができ 

る。吉野町 HPからの発信だけでなく、空き家コンシェルジュのネットワークを活かして、吉野町の 

空き家情報を広く発信することもできるようになった。 
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◎委 員： 

・吉野町に本拠のない法人が吉野町に南部の拠点を構えたということであり、決して吉野町専属のサ 

ービスをするわけではないということか。大事なことは、吉野を好きな人が吉野を外部に紹介する 

という視点である。そういうことを役場では対応できてなくて、仕事として無理がある。空き家コン 

シェルジュに頼むことでそこがスムーズになるということか。 

 

◎担当者： 

・吉野町を起点として、奈良県南部もまかなうということである。町が仕事として無理があるのではな 

く、町として担えない部分があるので、その部分をクリアしていくためである。その部分をクリアし 

ていくために町が宅地建物取引業者とも相談した経緯があるが、一つの物件を売買したとしても手 

数料が売買価格の何パーセントと決まっているので、吉野の単価の低いところでは商売にならない 

とうまくいかなかった経緯がある。NPO法人がそういった部分のお手伝いもしていただけるというこ 

とで、町としても職員を入れてやっていこうとなっている。 

 

◎会 長： 

・空き家コンシェルジュとの連携ということは、今説明のあったことであるとご理解ください。吉野町専 

属ではないということである。空き家バンクのところだけではなく、特定空き家に対する対策という 

視点も後期計画の中では入れる必要があると思う。 

 

◎委 員： 

・自主防災組織の訓練実施割合が、平成３ ２ 年度の目標が５ ０ ％になっていることは低すぎると思 

う。全員参加の訓練や話し合う場を持つべきである。５ ０ ％ということは半分の方が、安全な場所 

に住んでいるという状況にならないので、目標値は引き上げる必要があると思う。 

 

【全体に対して】 

◎委 員： 

・前期計画の進捗達成状況について、基本的なところであるが、必ず地方自治には財源確保が必要 

になる。予算がなくてもできるものも見えている。予算が必要なものについては、財源をどうして 

いくのかが課題になる。財政的にどのように考えていくのか、交付金がもらえる前提で考えるのか、 

もっとシビアに考えるのか。議論がもう少し必要になってくるのか。後期基本計画は、どの程度の 

財源が必要になるのか。 

 

◎事務局： 

・それぞれの施策について役割分担が必要になってくる。全て町が負担するということではないと考 

えている。これから施策を検討していく中で予算については、概ね見えてくると考えている。 

 

◎会 長： 

・防災訓練や地域包括支援システム、保険、福祉、医療などは、総合型の住民自治協議会を作って 

いくことによって、まとめていくことができる。作られているという前提ではなく、それぞれの部局で 
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縦割りの施策の中でまとめようとしている。例えば、防災訓練であれば、１ 年に１ 回はどの地区も 

必ず実施するということが正しいと考えている。１ 回でも少ないぐらいである。昼と夜、夏と冬で状 

況が全く違う。地域自治協議会を作らなければならないところまで吉野は来ているという実感が、 

この計画を見ていてもますます湧いてくる。それぞれ縦割りで自主防災組織を作っていくということ 

は分散と無駄使いになっていくが、自治協議会に収束させていくという前提で議論がいると思う。今 

までの意見を後期計画に反映させるようよろしくお願いする。 

 

（３ ）今後の策定審議会の進め方について 

◎事務局より資料３ をもとに説明。 

 

◎会 長： 

・今後の審議の進め方について説明をいただいた。全体会方式か分科会方式かとご提案いただいた。 

皆様方のご意見をいただいた上でどちらかの方式に決定してよろしいか。 

 

◎委 員： 

・平成２ ２ 年に第４ 次総合計画策定審議会の時は、分科会を４ つか５ つに分けて、全ての会の時間 

をずらして開催し、委員が感心のある会に参加するという方式であった。全ての分科会に参加した 

方もおられたし、１ つに集中して参加された方もいた。できればその方法を望んでいる。 

 

◎委 員： 

・２ つの分科会が良いと思う。地方創生の流れの中で町の成果をはかることになっており、今日も地 

方創生セミナーに参加してきた。２ つの分科会で行い、自分の好きな方に希望をして、人数が固ま 

らないように審議した方が良いと思う。 

 

◎委 員： 

・分科会の場合の全体共有は、一方の分科会での審議を報告し、意見を求めるということか。反対 

意見が出た場合にどうするか。 

 

◎事務局： 

・全体共有になるので、審議会の中で後期計画にどのように盛り込むかはまとめていただき、結論を 

導き出していただきたいと考えている。 

 

◎委 員： 

・確認をした。自分の行きたい分科会が重なった場合にどちらにも意見が言いたいこともある。全体 

会で意見を述べることができるのか、できないのかを確認したかった。 

 

◎委 員： 

・分科会も全体会も両方必要であると思う。地方創生セミナーを午前中に聞いて、自分は地場産業さ 

え活性化すれば、教育や福祉や防災も全て後からついてくるという考え方だったが、例えば教育で 
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言えば、子どもの学力を上げる以上に先生に地場産業を体験させなければならないとの話があり、 

酪農、農業、漁業の体験を先生がすることで、子どもの親が何をしているのか、どういうことで生 

計を立てているのかを先生がまず知ることによって、学力以上のことを指導できると聞いた。産業を 

活性化しても、いざ災害が起きるとどうするかという基盤ができていなければいけないので、土木 

建築の業者も地域になくてはならない。ただ、自分は地場産業をどのように活性化したらいいかし 

か頭にないので、まず分科会に分かれて考えて、ただ、教育や福祉についても相対的なまとめの 

時間が必要だと思う。分科会に分かれて議論をして、全体会でまとめる形が良いと思う。 

 

◎会 長： 

・ご意見をいただいている方は分科会方式に賛成してくださっているが、分科会で終わるのではなく、 

一旦全体共有をして全体会に持ち帰るということをご指示いただいたと思う。分科会方式でコンセン 

サスが取れたと思うが、それでよろしいか。次に Aの分科会に所属しているが、Ｂ の分科会にも 

行きたいとなった場合であるが、その弾力性を認めるかどうかであるが、私はかまわないと思う。 

どうしても片一方で意見が言えない時間が生じるがそれはかまわないか。 

 

◎委 員： 

・委員全員、全体会は必要だと思っていると思う。計画を立てる上で、予算があるのであれもこれも 

しようということはできないこともある。一方の分科会であれもこれもしようとなると一方の分科会で 

考えることができないこともある。一方がブレーキ役になることも必要であるので、全体会が必要 

であると認識していただきたい。 

 

◎委 員： 

・最終ここで出た意見も含めて、予算については議会で可決決定される。分科会で決まったことを全 

体会で共有する。吉野町がどうあるべきかという視点で、安全で安心な吉野町を大きなタイトルに 

しているので、分科会で賛同を得たことを全体会に諮るという形で良いのではないか。 

 

◎会 長： 

・予算については、ベーシックな危機認識であると共感する部分もある。総合計画は、あれもする、 

これもすると並び立てるものではないと思う。実は何かを捨てている。総合計画に載っていない事 

業もいっぱいある。ここに記載のあるものは、全て重点計画である。この中で欠かせてはいけない 

のは、これ以上事態が悪化することを防ぐことである。犯罪を防ぐ、災害を防ぐ、人の命が損なわ 

れることを防ぐ対策事業は欠かすわけにはいかない。それを不可欠なものとするということは共通 

認識を持たないか。その次に何かを先取りして、より良い未来を作るためには、何かをあきらめて、 

これに手を入れようということを選択して作るものが計画であると思う。先々までどれだけお金がつ 

いてくるかは精査できない。人口が減れば税収も減る。産業が衰えれば、税収も減る。そこに対 

して手を打とうというのが、この計画であるので、並行した財源議論は、行財政改革や行財政の推 

進の部分でかろうじて計画化して、明確化して食い止めるということに留まらざるを得ない。政治の 

必要な視点は、何を捨てて、何を選ぶかの最終決断である。そういう危機意識は必要である。総 

合計画は、その決断の集大成である。あれもする、これもするはあり得ない。そのことは共通認識 



-11- 

として持てないか。ただ、この程度の書きぶりでは足りない、実際の行動には移せない、少し抽象 

的すぎる点は詰めていくなど、よりリアルな実現性のある計画に繋いでいくためにご審議いただく役 

割が委員にあると思う。１ ０ 年先の財政がどうなっているかまでは、われわれでは責任は取れな 

いが、最善の未来を作るための計画であるという信念と責任感を持って議論をしませんかと申し上 

げたいのである。 

 

◎委 員： 

・例えば、５ 年リースのパソコンなど、５ 年後までは財源が見えている。その他も見えるものは見え 

るものとして、見える化をして議論は必要かと思う。 

・吉野町の中で５ 年前と何が変わっているのか。人口がものすごく減ってくるということが創生会議の 

中で示された。吉野町で人口が減っているという現状がある。大きく変わったことは、東日本大震 

災があり、原発事故があり、政権交代があり、さまざまわれわれの力ではどうにもできなかったこ 

とがある。それも踏まえた上で特別な場合には、特別な形を取らざるを得ないが、基本的に基礎 

的にできることを最低限考えて、この５ 年間の計画を作るべきではないか。今の基礎自治体が求 

められていることは非常にシビアになっているのではないかと感じている。 

 

◎会 長： 

・そういう危機感がいる。楽観論ではいけないということである。 

・分科会方式で進める。その後に全体会で共有するということで進めるとする。 

・分科会方式は、ご提案のとおり２ つが限度かと思う。これを３ つ、４ つに分けると人数も少なくな 

り、共有する課題も減ってしまう。２ つが 1番妥当かと思う。一つは、僭越ながら私がまとめ役を 

させていただくが、もう一つは上田副会長にまとめ役をお願いしたいと思う。よろしくお願いする。 

それでよろしいか。 

 

◎委 員： 

・どちらの分科会に全員が在籍すると全体会と同じにならないか。 

 

◎会 長： 

・分科会は同時刻開催とし、別の日には行わないということである。 

・まとめ役を上田副会長にお願いしたが、サポート役として、まちづくり基本条例策定の時にもお手伝 

いをいただいたオブザーバーのＮ Ｐ Ｏ政策研究所の直田理事長にお願いすることでいかがでしょ 

うか。 

 

→直田理事長にサポート役をお願いすることについて、全員承諾。 

 

◎委 員： 

・同時刻開催の２ つの分科会方式でいいのか、別の時間開催で分科会が多い方がいいのか、皆さ 

んに確認をとっていただきたい。 
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◎会 長： 

・同時刻に２ つの分科会を開催することが事務局のご提案である。分かれてから、後で全体会で集 

まって共有する。委員からのご提案は、別の日に開催して、行けるときに誰でも行ける形の分科会 

方式がいいのではないかというご提起である。いかがか。 

 

◎委 員： 

・事務局に確認するが、日程と予算はどうにもできないのか。どうしても審議したいとなっても審議の 

機会は２ 回と決まっているのか。 

 

◎事務局： 

・事務局のご提案では、２ つの分科会で回数は制限していない。日程の都合があり、２ 回でご提案 

している。 

 

◎会 長： 

・そのあたりは弾力的にできるかどうかは努力をする。全体会でやるときに分かれてやることが効率 

的であると事務局が判断したと思う。 

 

◎委 員： 

・十分に審議ができたと皆さんが思われるのであればそれでいいが、もう少し時間がほしかったと悔 

いが残らないようにという提案である。流れのままに粛々とする方がいいという判断であれば、でき 

るだけ少ない時間を有効にという判断にもなるだろう。その違いを全体会で共有させていただく。 

 

◎委 員： 

・責任をもって来られて、消化不良になりかねないということは心配する。 

 

◎会 長： 

・手順としては、質問に対して回答表を丁寧に作ってくれているし、おっしゃる趣旨はよくわかるし、 

できればそうしたいが、後期計画はそれほどの時間が与えられていないという弱みがある。審議会 

は、出てきた案に対してたたきを入れる。これは足りていないという点を改めるという役割をせざる 

を得ない。こちらから案を作って、提案していくというやり方は、時間的にもできないというふうに思 

う。２ つの分科会で行い、不足があれば、各分科会を追加で行うこともいるということでよいか。 

 

◎委 員： 

・２ つに分科会が分かれる場合のメンバーは、事務局に一任されるのか。 

 

◎事務局： 

・審議会は、各団体の代表様等に出ていただいているので、私の方で２ つに分かれた場合のメンバ 

ー案を用意しているので、配布してよろしいか。  
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◎委 員： 

・１ 号委員と５ 号委員については、自分たちが希望する方に入るということか。２ 号委員と４ 号委員 

は、それぞれの分野の代表で来ていただいているので、分野に応じて入るということか。 

 

◎事務局： 

・そのように委員の皆様に出ていただいているので、その分け方でご提案させていただいている。 

 

◎会 長： 

・それぞれの団体であったり、組織の代表として出ていただいているので、ご関心の分野はこうなる 

かということで入れてある。 

・１ 号委員、５ 号委員の皆様については、ご希望を聞かなければならないということである。 

・全体会か分科会のどちらでするかをお諮りした。分科会になる場合にメンバー案を出すように私が 

指示した。 

 

→分科会は２ つとし、同時刻で開催する。分科会において、回数が必要だと判断した場合は、必要 

に応じて行うこともある。同時刻に行う分科会については、どちらでも意見が述べることができるよ 

うに弾力的に扱うことで決定する。 

 

→分科会のメンバー構成は、別紙のとおりで決定する。 

 

◎委 員： 

・分科会には分かれるが、他の分科会に意見があった場合、意見書など書面でさせていただくことは 

できるのか。 

 

◎会 長： 

・いいご提案である。他の分科会に対して、コミットしたい委員がおられることは事実である。意見が 

ある場合は、分科会が始まる前に事務局に送っていただければ、事務局は助かるだろうし、まとめ 

役も問題提起しやすい。後になってお気づきになることもあるので、後で事務局に問合せいただく。 

そういうきめ細かいやり方をすることはいいと思う。事務局もそれでいいか。 

 

◎事務局： 

・それでよい。 

 

◎委 員： 

・提出した意見は参加していない分科会のテーマにのせていただいて、全体会で報告があり、全体 

会の際に意見を述べるということでよいか。 

 

◎会 長： 

・時間的制約はあるが、意見を述べることは可能である。 
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（４ ）その他 

■吉野町まち・ひと・しごと創生推進会議の報告について 

◎事務局より吉野町の将来展望をもとに説明。 

 

■次々回会議の日程調整について 

 

日時：平成２ ７ 年１ ０ 月３ ０ 日（金） 午後７ 時から 

 

 

４ ．閉会 


