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第４ 次吉野町総合計画後期基本計画 第８ 回策定審議会 議事録 

 

■日時：平成２ ７ 年１ １ 月３ ０ 日（月） 午後６ 時０ ０ 分～午後８ 時０ ０ 分 

■場所：吉野町中央公民館２ 階 第３ ・４ 研修室 

■出席者：第８ 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。それでは、第８ 回総合計画策定審議会を始めさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

  

３ ．案 件 

（１ ）第７ 回審議会議事録（案）の確認について 

◎事務局より資料１ をもとに説明。 

◎会 長： 

・事前配布を行った第７ 回審議会議事録について、修正点があればご意見お願いします。再度、ご確 

認していただき、問題が無ければ公開対象とする。 

 

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 ）財政状況と今後の財政見通しについて 

◎財政担当課より、資料２ をもとに説明。 

◎会 長： 

・ご説明いただいた、内容についてご質問等があればお願いします。 

◎委 員： 

・後期基本計画序論（案）の２ ５ ページにある歳入の推移のグラフについて、平成３ １ 年度から町

債の額が多くなっているが、その根拠は何か。また、財政指標の推移のグラフにある実質公債費

比率も平成３ １ 年から上昇しているが、これについての根拠も教えていただきたい。ゴミ処理の広

域化等を踏まえた数値になっているのか。 

◎財政担当課： 

・平成３ １ 年度よりゴミ処理の広域化に伴う、負担金が発生するため、町債を発行して事業を行うこ

とを念頭に推計した。 

・平成３ １ 年以降の将来負担比率、実質公債費比率の上昇についても、ゴミ処理の広域化に伴う町

債発行を加味しているため推計では上昇に転じている。また、将来負担比率については、南和広域

医療組合等の負担金として平成２ ６ 年～平成２ ８ 年につき発行した町債が起因して上昇に転じて

いる。 
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◎会 長： 

・吉野町の財政において、公債費の返還時期が訪れるのは免れない。 

・財政再生指標のイエローゾーン、レッドゾーンには入らないが、楽観視は出来ない。歳入の推移に

ついては町税を見ると一貫して減少し続けている。これは、担税力のある人が減少していることを

意味している。 

・一方、歳出の推移をみると、扶助費は一貫して増加している。これは、社会保障等の費用が増加

していることを表している。人件費については、減少していることが見てとれるが、人口構造変化に

伴う、義務的経費、社会保障費は増える一方である。 

・また、吉野町の基金と町債残高について、町債残高の絶対量に対して、基金の額は５ 分の１ 程度

しかないが、多くの自治体が類似の状況にある。しかし、歳入に関しては地方交付税に依存してい

るところがあるため、交付税が減額になった際には打撃を受けることになる。財政管理については

徹底していく必要がある。 

◎委 員： 

・経常収支比率について、９ ０ ％を越えると財政硬直化と言われる。吉野町の財政指標の推移を見

ると、９ ５ ％を越えているが、仮に平成３ ２ 年に７ ，０ ０ ０ 人程度の人口規模を維持した場合に

どのくらいの数値になれば理想と言えるか。 

◎会 長： 

・それは、一概に言えることではないが、９ ５ ％を越えないように取り組むことが必要である。 

◎委 員： 

・町債について、対外的にではなく、金利等にも配慮して町民を対象にして実施すること等は可能か。 

◎会 長： 

・町民債を募集するケースもある。 

 

（３ ）施策紙面（案）の審議について 

◎事務局より、資料３ 、資料４ をもとに説明。 

・資料３ については、これまでの審議会における分科会で出た意見を記載したものであり、資料４ に

ついては意見の記載がないものになっている。 

・また、全施策において【施策の現状と課題】という項目を追加した。 

◎会 長： 

・施策紙面（案）の修正点について、まず政策１ の内容についてご意見があればお願いします。 

◎委 員：  

・基本施策１ －２ ［学校教育の充実］の主な取組みに「小学校全生徒～」とあるが、教育法では

小学生は生徒ではなく、児童であるので修正をお願いしたい。 

・基本施策３ －１ ０ ［地域医療の充実］の主な取組みに「医療体制を充実します。」とあるが、こ

れに関して、具体的にどうできるのかが、不明確な内容になっているのではないか。新たに完成す

る南奈良総合医療センターで出産は可能なのか。 

◎委 員： 

・周産期医療においては、南奈良総合医療センターで妊娠健診等は可能であるが、出産に際しては

県立医大で行うことになっているとの話を伺った。 
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◎委 員： 

・その辺の具体な内容を記載してはどうか。安心して出産できる環境が整っているかに関しての記載

が必要である。 

◎会 長： 

・ここに関しては、表現方法の変更が必要である。「～小児科をはじめとする内科系、外科系とも２

４ 時間３ ６ ５ 日の救急体制を確立します。また、安心して子供を産み、育てることができるよう周

産期医療に関しても～」等に変更してはどうか。 

◎会 長： 

・続いて政策２ の内容についてご意見があればお願いします。 

◎委 員： 

・施策５ －１ ５ ［自然環境の保全・保護］の役割分担（地域でできること）に関して、「｢リバーフィ

ールドよしの｣の河川環境美化活動や道路掃除などを実施し、～」とあるが、以前意見を述べさせ

てもらったのは、河川環境の美化はリバーフィールドのみではなく、河川全般に共通することである

ため、記載内容の変更をしてはどうかというものであった。内容については、再度精査してもらいた

い。 

◎会 長： 

・「リバーフィールドよしの」等と記載変更してはどうか。 

◎委 員： 

・施策５ －１ ５ ［自然環境の保全・保護］の主な取組みに「吉野川、津風呂ダム等の水質検査を

実施して～」とあるが、ここに関して、吉野川本流、支流というような考え方をしていただけるか。 

◎会 長： 

・吉野川本・支流または河川の全てに等に記載を変更してはどうか。 

◎委 員： 

・施策５ －１ ６ ［廃棄物の適正な処理］について、生ゴミの堆肥化に対する取組みも進めて行く必

要があると考えるので、生ゴミの堆肥化促進・有効活用、補助金等に取り組んではどうか。役割分

担（行政が担うこと）の中にこれに関しての文章を入れてはどうか。 

・ゴミ処理を検討するうえで、生ゴミの堆肥化は重要になってくるのではないか。 

◎会 長： 

・これに関しては、パブリックコメントまでに回答をお願いします。 

◎委 員： 

・施策６ －２ １ ［魅力あふれる観光の振興］の役割分担の中に「地域全体でおもてなしの心を情勢

する。」とあるが…？  

◎委 員： 

・醸成の漢字誤りではないか。 

◎委 員： 

・また、主な課題に「戦略的な観光振興を図るために、観光客のニーズ調査や地元の人々が何を～」

とあるが、地元の人々とは観光業者を表しているのか、住民を指しているのか。記載内容を明確に

してもらうことは出来るか。 
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◎事務局： 

・ここに関しては、観光業者、住民も含めて地元の人々と明記しているが、表現方法については再度 

検討する。 

◎委 員： 

・施策６ －１ ８ ［農林漁業の振興］の役割分担の中に鳥獣被害対策に関する記載があるが、鳥獣

被害を事前に防ぐための取組みに関する記載をどこかに追加してはどうか。 

◎委 員： 

・同じ役割分担の中の（地域でできること 自治協議会レベル）の中に「計画的な鳥獣被害対策を

進める。」とあるが、これに関しては、まず行政が提案、助言を行っていく必要があるのではない

か。 

◎事務局： 

・奈良県の計画に基づいて、町でも鳥獣害被害防止計画を策定しているところであるが、その中に 

 は、被害防止策である柵の設置や鳥獣の捕獲頭数に関する目標数値も設定している。この施策の

中では、農林産物被害面積に関しての指標を目標数値として設定している。 

  また、役割分担については、柵の設置等だけでは対応できない部分もあるため、個人でできる

こと、地域でできることの中に各々で出来る取組み内容についても記載している。 

◎委 員： 

・他の町村では、町界、村界に柵を設置しているところもある。 

◎会 長： 

・町界に柵を設置すること等は出来るか。 

◎事務局： 

・担当課の方では、町界ではないが集落単位での柵の設置も検討中である。そのためには地域の方々

の理解が必要になってくる。 

◎委 員： 

・柵の設置に関しては、部分的な柵の設置を念頭に始めたものであるが、今後広範囲における設置

も検討していく必要がある。 

◎会 長： 

・主な取組みに、「地域と連携して、広域的な鳥獣被害対策に努める。」といった文言を追加してはど

うか。 

◎委 員： 

・柵の設置に関しては、景観への配慮も念頭に置くべきである。 

◎委 員： 

・施策７ －２ ２ ［地域間交流と定住の促進］につき、役割分担（行政が担うこと）の中に「情報発

信や移住希望者の受付窓口の一元化等を図る。」とあるが、これは移住者に対して移住に関する情

報を一つにまとめるということで良いのか。 

◎会 長： 

・受付窓口の充実化といった表現に変更してはどうか。 
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◎事務局： 

・ここで言う、一元化とは、役場内部の各担当課における、移住等に関する情報を集約するとの意味

合いで記載している。表現方法については修正を行なう。 

◎委 員： 

・施策６ －２ ０ ［木材関連産業の振興］の具体的な目標「木材・木製品の出荷額」についての数

値を確認してもらいたい。数値が少ないのではないか、集成材は含まれているのか。 

◎事務局： 

・数値に関しては工業統計調査に基づいた数値を記載させていただいている。 

◎会 長： 

・数値については再度事務局に確認することをお願いしたい。 

・続いて政策３ についてのご意見をお願いします。 

・無ければ、政策４ に関するご意見をお願いします。 

◎委 員： 

・施策１ ０ －３ １ ［協働のまちづくりの推進］の具体的な目標「地域自治協議会の設置数」につき、

前回と比べて目標値が全地域に変更されているが、これに関して、行政内部での意見等はなかっ

たのか。 

◎事務局： 

・住民の皆さんのご意見も聞きつつ、全地域設置に向けて取り組んで行く必要があると考えて指標に

関しては変更した。 

◎会 長： 

・政策４ つに関してのご意見を聞きましたが、再度ご意見があればお願いします。 

◎委 員： 

・紙面の内容に関して、言葉の注釈を入れていただくことは出来るか。できれば各ページで空いてい

るスペースに記載してもらうことは出来るか。 

◎事務局： 

・注釈に関しては、現在記載方法について検討している。 

◎委 員： 

・施策１ －２ 「学校教育の充実」の施策の方針の中に「保護者・地域・行政（学校）」との記載が

あるが、行政と学校は別ではないのか。 

◎会 長 

・行政・学校と記載変更をしてもらいたい。 

・パブリックコメントを実施するまでに、追加の意見、修正等については受け付けてはどうか。修正に

ついては、会長に一任の上、修正を加えていってはどうか。 

◎事務局： 

・意見については１ ２ 月１ １ 日までに事務局まで連絡していただくことにしてはどうか。 

◎会 長： 

・それでお願いします。 
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（４ ）パブリックコメントの実施について 

◎事務局より資料５ をもとに説明。 

◎委 員： 

・パブリックコメントの実施時期を教えて欲しい。また、パブリックコメントに関して、意見提出数等の

目標数値はあるか。 

◎事務局： 

・実施時期に関しては、１ ２ 月中旬から１ 月末あたりまでを予定している。目標数値はないが、広報、

ホームページ等により、周知に努める。 

◎委 員： 

・パブリックコメントについて、匿名にすることが出来れば、多くのご意見をいただけるのではないか。 

◎事務局： 

・氏名を記入していただくことで、責任のあるご意見がいただけるのではないかと考えている。 

◎会 長： 

・国の制度でも、氏名を記載していただくことになっている。 

◎委 員： 

・より多くの方に、パブリックコメント実施に関して周知してもらう必要があるのではないか。 

◎委 員； 

・策定審議会で出た意見に関しての資料等も紙面に追加してはどうか。 

◎事務局： 

・審議会で出た意見、その他の資料についてはＨ Ｐ にも掲載している。 

◎委 員： 

・公民館や病院等でも、計画案につき設置、配布してはどうか。 

◎会 長： 

・広く周知してもらえるよう、各公共機関に設置する方向ではどうか。 

◎事務局： 

・承知しました。 

◎委 員： 

・役割分担に（自治協議会レベル）というのがあるが、現時点では自治協議会が設置されていない

ことに違和感がある。 

◎会 長： 

・役割分担の（自治協議会レベルでできること）に関しては、別途前書きで、将来的に設置された場

合に担っていくことであるといった文章を追加してはどうか。 

・それでは、本日の会議はこれにて終了します。ありがとうございました。 

 

■次回の日程調整について 

日時：平成２ ７ 年２ 月１ ２ 日（金） 午後７ 時から 

 

４ ．閉会 

 


