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第４ 次吉野町総合計画後期基本計画 第７ 回策定審議会 議事録（案） 

 

■日時：平成２ ７ 年１ １ 月１ ０ 日（火） 午後７ 時０ ０ 分～午後９ 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７ 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。それでは早速、次第に沿って話を進めさせていただきます。事務局の方

案件（１ ）本日の会議の進め方についての説明をお願いします。 

  

３ ．案 件 

（１ ）本日の会議の進め方について 

◎事務局より次第をもとに説明。 

 

（２ ）第６ 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。 

・第６ 回審議会議事録（案）については、当日配布となったため、次回会議までにご確認していた

だき、問題がなければ公開対象とする。 

◎会 長： 

・議事録（案）については、次回までに確認していただきますようお願いします。 

 

（３ ）吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略のご報告について 

◎事務局より資料３ 、資料４ 、資料５ をもとに説明。 

◎会 長： 

・総合戦略策定に関する報告を受けましたが、この戦略と総合計画との整合性は保つ必要があるとい 

うことに留意して欲しい。 

 

（４ ）後期基本計画序論（案）について 

◎事務局より資料２ をもとに後期基本計画序論（案）の構成、内容につき概要説明。  

◎会 長： 

・序論の内容について、ご不明な点があれば、ご意見を言っていただきますようお願いします。 

◎委 員： 

・パブリックコメントを取った際に出た意見はどういう形で取り入れて修正していくのかのイメージを教

えて欲しい。 

 

 

【資料１】 
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◎事務局： 

・パブリックコメントでいただいたご意見をもとに修正すべき所に関しては再度見直しの上修正を行う。 

・パブリックコメントを取った後の総合計画最終案については年明けに再度審議会で提示させていただ

く予定。 

◎委 員： 

・数値の内容等に関しては、専門的な方からのご意見により、修正すべき箇所が出てくる可能性があ

るということも念頭に入れておいてほしい。 

◎委 員： 

・序論８ ページの［土地利用に関する基本的な考え方］について、記載の図に関してのデータの算

出根拠を教えて欲しい。また、図の配色や各地区の意味合いについて分かりにくい部分があるので

修正してもらいたい。 

・また、９ ページの［前期基本計画の検証結果］に関して、各施策の達成度の内容が高い数値とな

っているが、この検証結果で正しいのか。これだけ施策が達成されているのであれば、人口減少

や産業は縮小していないのではないか。 

◎事務局： 

・［土地利用の基本的な考え方］においては、第４ 次総合計画の中では土地計画図がきちんと出て

いなかったため、今回後期計画の中では改めて計画図を入れることになった。この図に関しては第

３ 次総合計画時の図をベースに作成を行った。図の変更箇所としては、西谷地区に関しては変更さ

れている箇所があるが、他は第３ 次総合計画時の内容と同様である。図の配色に関しては見直し

を行って修正していく。 

・［前期基本計画の検証結果］に関しては、グラフを再度確認していただければ、達成度が低くなっ

ている箇所もあり、全てが高い数値ではないことが読み取れる。検証結果としてはこれで正しいと

思われる。この検証結果を踏まえて後期計画を策定する。 

◎委 員： 

・土地計画図に関して、三津が田園集落地区になっているが、三津に田園はあるのか、また図の配

色についてもわからないところがある。 

◎委 員： 

・計画図の点線についての修正を行う必要がある。 

◎委 員： 

・吉野北小学校のあたりが、田園住宅地区になっているが、今後は住宅地が欲しいという方もいると

思うので、一般住宅地区を増やしていくことも考える必要があるのでは。 

◎事務局： 

・土地計画審議会で議論していただく内容であるので担当課に伝えて、検討してもらう。 

◎会 長： 

・本審議会で土地計画図に関しての変更は出来ないので、これを前提に総合計画については議論を

進めていくことになる。 

・他にご意見がなければ次の案件に移ります。 
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（５ ）政策紙面（案）の審議について 

●政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 施策「障がい者福祉の充実」、「地域福祉活

動の充実」、「社会保障制度の円滑な運営」 

●政策４ みんなでつくる吉野町 施策「財政健全化と行財政改革の推進」、「職員の人材育成」 

「住民目線の行政経営とマネジメント体制の構築」 

・上記の内容について、全体で審議。 

◎会 長： 

・政策１ 基本施策４－１２「障がい者福祉の充実」について意見があればお願いします。 

◎委 員： 

・具体的な目標に「ホームヘルプサービスの利用数」とあるが利用者数の間違いではないか。 

◎委 員： 

・障害者と障がい者の表記の違いについては、違いが明確になっているのか。 

◎会 長： 

・国の法律では障害者と明記しているが、市町村ごとの表記の仕方については、どちらにすると

いった決まりはないように思われる。 

◎委 員： 

・障がい者と表記する意味合いは何か教えてほしい。 

◎事務局： 

・言葉のニュアンスの違いによるものである。平仮名表記の方がやわらかい表現になるのではな

いかと考えている。 

◎委 員： 

・国や県の障がい者福祉に関する動向を把握し、情報共有を進めていく旨の記載を追加してはど

うか。 

◎事務局： 

・担当課に報告の上、追記に関しては検討する。 

◎委 員： 

・障がい者の方々が一番困っていることは、相談をどこにしたら良いか分からないということである。

障がい者の方が気軽に相談できる窓口を行政が設置するという事を盛り込んではどうか。 

◎会 長： 

・役割分担の「行政が担うこと」の中に、相談窓口の設置に関しての文言を入れてはどうか。 

・障がい者、障害者の表記の仕方については、障がい者団体とも検討の上、協議を進めていっても

らいたい。 

・基本施策４ －１ ３ 「地域福祉活動の充実」についてのご意見をお願いします。 

◎委 員： 

・地域包括ケアシステムに関する記載があるが、これは別施策「高齢者福祉の充実」の中でも明

記されている。どちらかにまとめてはどうか。 
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◎委 員： 

・サロンを開設してボランティアの方を募るといった取り組みは大切であるが、ボランティアの方の主

体性や企画力を養うような取り組みも重要になってくるのではないか。 

・サロンに集まって下さるボランティアの方にどういう風に楽しんで取り組んでもらえるかを考えること

が大切である。 

◎会 長： 

・ボランティア総数に対しての研修等に参加した人の割合、その比率等を指標に入れてはどうか。 

◎委 員： 

・施策を進めるうえでの主な課題に「町内中学校等と連携をしながらボランティア教育を推進する方

向を検討する～」とあるが、ボランティアについては高齢者の方等においても生涯現役で取り組む

ことであり、大人も対象になるものである。 

◎会 長： 

・「社会教育諸学級・町内各学校等と連携し～」という表現にすれば良いのではないか。 

・基本施策４ －１ ４ 「社会保障制度の円滑な運営」に関しての意見があればお願いします。 

◎委 員： 

・健康長寿人口（６ ５ 歳以上で病気でない人の数）の指標はないか。 

◎委 員： 

・社会保障制度は最低限の生活が保障されるためのものであるといったことも含めた内容である

と考えるので、施策の基本方針の記載内容については見直す必要があると思う。 

◎会 長： 

・社会保障制度とは基本施策４全般の内容であるがここに記載されているのは国民健康保険に関

することだけである。施策名につき、「社会健康保険制度の円滑な運営」「国民健康保険の健全

な運営」に変更してはどうか。 

・続いて政策４の基本施策１１―３３「財政健全化と行財政改革の推進」についてのご意見をお

願いします。 

◎委 員： 

・「財政の健全化と行財政改革の推進」の指標として、町税の収納率は関係あるのか。収納率が上

がれば財政が健全化するわけではないのでは。 

◎会 長： 

・具体的な目標に関して、借金を表す将来負担率ではなく、経常収支比率を指標にした方が良い

のではないか。 

◎委 員： 

・何を目標にして力を入れれば、吉野町の財政が健全化するのかという事を文面で示していただ

かないと、指標を見ても深刻さが伝わってこない。言葉に関する注釈も含め、町民にとって分

かりやすい指標を。 
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◎委 員： 

・施策の基本方針の中に「悪質滞納者への差し押さえなどを強化し、公平な税負担を実現します。」

とあるが他に記載できる内容はないのか。 

◎委 員： 

・ここに関してはふるさと納税に関する文章等の方が良いのではないか。 

◎会 長： 

・主な取組みに「町税の適正な賦課と収納率を向上します。」とあるがこれは目標ではなく義務な

のではないか。目標に掲げることではない。また「公金の適正な運営・管理を行います。」とい

うのも当然のことであり、変更の余地はないか。ふるさと納税に関する追記も含めて検討して

もらいたい。 

◎委 員： 

・施策を進めるうえでの主な課題に「新たな滞納者を作らないような取り組みが必要です。」とある

が、取り組みを具体に記載してはどうか。 

◎会 長： 

・滞納予防相談窓口を設置（強化）するというような文言に変更した方が良いのではないか。 

・法律では、財政再生に関する指標があるが、指標にある将来負担比率が少し下がったからとい

って、さほど財政が健全化したとは言えない。 

・指標に関しては、借金に関する指標ではなく経常収支比率や連結実質赤字比率を採用してはど

うか。担当課に確認してもらいたい。将来負担比率ではあまり参考にならないのでは。 

◎委 員： 

・ふるさと納税の充実や促進に関する文言を入れてはどうか。ふるさと納税のリピート率を上げ

るには、物品の充実を検討していく必要がある。 

 ふるさと納税の物品を充実させることで地域の経済も潤うのではないか。 

◎会 長： 

・主な取組みの「公金の適正な運用・管理を行います。」は「財務４表の作成・分析」や「その適

正な公表」等に変更してはどうか。 

◎委 員： 

・ふるさと納税に関しては、行う方が多く、もらうより出て行く方が多いというようなことも起こっている。

他市町村では居住地であるまちにふるさと納税をできるようにするといった取り組みも行っている。

ふるさと納税における物品の充実は地域経済の活性化に繋がるので進めるべきである。 

◎会 長： 

・主な取組み「町税の適正な賦課と収納率を向上します。」は「町税、ふるさと納税を始めとして

自主財源の確保に取り組みます。」等に変更してはどうか。 

・続いて基本施策１１－３４「職員の人材育成」に関してのご意見お願いします。 

◎委 員： 

・具体的な目標の「職場内研修の開催回数」について、現状値が２回というのに驚いている。夜

にボランティアで研修に参加している職員等もいるかと思うが、最新の情報を取り入れるため

にも研修の回数を増やすべきである。目標値としての４回も少ないように思う。 
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◎会 長： 

・人材育成計画に基づく研修等は実行していないのか。目標値に関しては「人材育成計画に基づ

く研修実施率」を指標としてはどうか。 

◎委 員： 

・研修参加に関して職員の保障制度等を考えてはどうか。担当課の知識ではなく、様々な知識を

得る機会を作るべきである。 

◎委 員： 

・職員のプレゼン能力に関しての研修も必要であると考える。 

◎委 員： 

・主な取組みの中のメンター・メンティー制度に関して内容が分からないので補足説明をお願いした 

い。 

・吉野町内の橋につき、長寿命化する際には業者に委託することになるが、職員が橋梁検査員の資 

格を持っていれば委託料が不要になるといったことも考えられる。 

・主な取組みに「研修の内容を職員間で情報共有し～」といった文言があるが、専門的な研修に関

する知識は他職員と共有出来るものではない。 

・職員が資格を取り、それを他の職員に伝えていくような取り組みが必要になるのでは。 

◎事務局： 

・具体的な目標の「職場内研修の開催回数」に関しては、職員全員を対象とした研修会等を表して 

いる。各セクションで行っている専門的な研修等はこの中には含まれていないと考えられる。目標 

に関しては担当課とも精査して考える。 

◎委 員： 

・町民から見た職員の接遇態度（Ｃ Ｓ ）に関する取り組みついての文言も入れてはどうか。 

◎委 員： 

・主な取組みの中に、地域担当職員に関する記載も追加してはどうか。 

◎会 長： 

・役割分担の記載内容が全て職員に対応した内容になっているのでは。訂正してもらいたい。 

◎委 員： 

・地域担当職員が地域の各行事等に参加してくれているが、地域担当職員の職務内容が明確になっ 

ていないので、雑用等も頼まれているような嫌いがある。地域担当職員の位置づけについて整理 

する必要があるのでは。 

◎委 員： 

・自らの地域においては、地域担当職員がいることを知らない方が多い。今年に入って３ 名の方が役 

場に直接赴いたと聞いた。地域担当職員に言えば、役場に行かなくても相談出来るのではないか。 

地域担当職員の周知に努めて欲しい。 

◎会 長： 

・地域担当職員は地域のパートナーである。これを文言として追加してはどうか。 

・地域担当職員は、地域の自立とコミュニティを広げていくことが役割であり、職務内容について 

は体制を整える必要がある。 
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◎委 員： 

・地域担当職員の中でも、人によって温度差はあると思うが、体制をきちんと整理しないと地域担当 

制が仇になることも考えられる。住民、職員両方が制度に対しての理解を深めるべきである。 

◎委 員： 

・地域でセミナーを開催した際に、地域担当職員が参加してくれなかったとの話を聞いた。職員の位

置づけが明確になっていないが故に地域の方も困惑するのではないか。 

・メンター・メンティー制度とは何か。 

◎会 長： 

・先輩指導者と後輩職員に関しての制度である。 

◎委 員： 

・これに関しては注釈をお願いしたい。 

◎会 長： 

・続いて基本施策１ １ －３ ５ 「住民目線の行政運営とマネジメント体制の構築」について、ご意見は

ありますか。 

・各施策の指標の進捗・達成度について、80～100％達成している施策の割合が、計画最終年度に

おいて 100％となっていなければならないと感じる。 

・総合計画の指標として各部局が責任をもって決定した指標（目標値）であり、５ 年以内に達成可能

な目標値を設定しているはずである。それが実現出来ないのはおかしなことである。 

・成果指標の評価制度を定着していくため、総合計画の指標以外に各部局でアウトカム指標を設定し

て、自分たちで評価が出来るように取り組みを進めていくという捉え方で問題無いか。 

・神戸市では、総合計画の各１ ～８ の章で３ 、４ の指標を設定している。それ以外にも担当部局で

３ ０ ～４ ０ の政策指標を設定し、関連審議会に毎年報告することを義務付けている。吉野町にお

いても、総合計画の指標だけでなく、それ以外にも多くの成果指標が出てくるはずである。 

・審議会の中でこの施策の記載はおかしいという意見があったので、それについては書き直しをお願

いしたい。 

・目標値と施策を進めるうえでの課題は対応していないとおかしい。改善して欲しい。目標値につい

ては、各部局長の最終決裁があったものと理解する。 

・指標（目標値）が各部局長の業績評価指標になることを各部局長にお伝えいただきたい。町の最

高幹部の勤務評定になると理解していただきたい。 

 町民に向けて各部局長が、宣言した公約ということになる。 

・次年度以降の審議会においては、設定した指標に基づいて進捗度の評価を報告してもらうので、よ

ろしくお願いしたい。 

・達成が困難な場合は、指標の変更願を町長を通して審議会に提出していただく。今までの総合計

画とは違う、それぐらい重たいものとして位置づけていくと理解していただいて、もう一度精査して

もらいたい。次の機会に確認させていただく。 
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（６ ）その他 

◎会 長： 

・その他の連絡事項等につき何も無ければこれで終わりにします。 

・事務局の方連絡事項の報告をお願いします。 

 

 

■次回の日程調整について 

日時：平成２ ７ 年１ １ 月３ ０ 日（月） 午後６ 時から 

 

４ ．閉会 

 


