
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

基本施策 2 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

基本施策 3 生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

基本施策 4 みんなで支えあう福祉のまちづくり 
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基本施策 1 未来を担う子どもの育成 

1-1-1 子育て支援の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

子どもと親が共に笑顔で成長していけるよう、地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援

し支え合うまちづくりを進め、子育て家庭が孤立しないように、情報交換と子育ての仲間づくりが

できる場や相談体制の充実を図ります。義務教育までの子どもの医療費の無料化と母子保健事

業や予防接種事業の助成を継続させます。子どもの遊び場については、園及び学校施設の開

放推進と周知を行います。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 未就園児親子交流の場参加率 

未就園児（こども園・保育

所等に通園していない０～

２歳児）親子交流の場に参

加した乳幼児の割合 

44.0 % 80 .0% 

2 子育て相談先の有る人の割合 
教育委員会調べ（就学前児

童・小中学生家庭対象） 

91.0% 

（就学前・小学生家庭対象） 

100.0 % 

（就学前・小中学生家庭対象） 

3 子育て講座のべ参加者数 
教育委員会調べ（就学前児

童・小中高校生家庭対象） 
32人 100 人 

 

✿役割分担 

個人でできること  保護者は子どもの健やかな成長を願い、積極的に地域とかかわり、子育て等に

ついて学ぶ。 

 個々の立場で子育て家庭にかかわり、サポートを行う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域の伝統文化を守り育てる活動を通して、世代間交流と子育ての知恵の継承

を図る。 

 子育て家庭への情報提供や見守りなど、子どもも保護者も安心して、楽しく子

育てができる地域づくりに努める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 環境学習、防災学習等を通じて地域を支える活動や地域の様々な問題に取り組

みながら解決する活動などを通して、地域全体で子育てを支え、地域の教育力

や子育て力を高める。 

行政が担うこと  子ども・子育て支援事業計画の進捗評価を行い、町民ニーズを取り入れた計画

となるよう見直し、子育て支援を推進し、福祉医療、健診、予防接種等の助成

を行う。 

 地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援する、支え合うまちづくりに取

り組む。 

  

コメントの追加 [y1]: 【審議会ご意見】「未就園児」の

定義を明確にすべきではないか。 

【ご回答】「未就園児」とは、こども園・保育所等に通

園していない０～２歳児になります。算式に補足説明を

追加しました。 

コメントの追加 [y2]: 【審議会ご意見】目標値が低い。

１００％を目指すことができるのではないか。 

【対応】目標値を 80％に修正しました。強制的な参加

を求めることはできないが、参加しやすい時間設定など

に配慮することにより、参加率 80％に上げることを目

標としました。 

コメントの追加 [y3]: 【審議会ご意見】中高生家庭を含

めて、数値化するべきではないか。 

【対応】中学生家庭を追加しました。ただし、現状値に

ついては、すでに実施したアンケート調査から抽出して

いるため、就学前児童・小学生家庭を対象とした結果に

基づいています。目標値については、中学生家庭を含め

て 100％と設定しています。高校生については、各高校

単位で各家庭の相談に対応されています。また、町とし

てはカウンセラー（臨床心理士）を配置し、相談窓口を

開設していますが、実態として利用がない状況です。事

務事業においては、子育て講座等を通じて相談窓口の周

知に取り組んでいきます。 
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✿施策の現況と課題 

子育てしやすい環境づくりのため、認定こども園と学童保育所を開園・開所するなど様々な取組みを進めて

おり、本町の待機児童数はゼロを保っています。また、町の単独事業として取り組んでいる子ども医療費制度

は、所得制限の撤廃と対象範囲を中学生までに拡充しました。さらに、乳幼児健診と予防接種の支援や子育

てに関する相談体制の充実に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●保護者へのニーズ調査で７６％の方が身近に遊べる場所が少ないと回答していることから、児童の遊び場の

確保が必要です。 

●こども園・学童保育の教育保育内容を保護者や地域の方に伝え、地域の意見を取り入れていくことが必要

です。 

●育児の孤立化を防ぐため地域で見守り、地域全体で子育てできる支援体制に取り組むことが必要です。 

●子育て負担の軽減のため、子ども医療費の無料化と健診等の負担軽減を継続させることが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 教育・保育サービスを充実します。 

多様化した保育ニーズを踏まえ、柔軟な対応ができるよう教育・保育内容の充実を図るとともに、それに合わ

せて、施設の整備、人材の確保、教育・保育内容の質の向上など、子どもにとって良好な保育環境に向け、よ

り一層充実させていきます。また、安心して子育てと仕事が両立できるよう、保育時間の延長、一時預かりの利

便性の向上などを図ります。 

2.子育てに関する交流や情報提供、相談・指導の充実を図ります。 

子育ての不安や悩みを解消し、安心して子育てを行えるよう、妊婦・新生児訪問、新生児を対象としたブック

スタート事業・相談等を継続して行います。また、子育てサポーター等支援者の専門的知識や技能を向上し、

未就園児親子の交流や情報交換の場を充実するとともに、認定こども園において地域の子育て家庭を支援す

る取組みを行います。 

3.子育て支援医療を継続し、健康増進を図ります。 

子ども医療扶助の償還払い制度について広報誌やホームページ等で周知を行い、対象者が受給できるよう

申請を促進し、また妊婦健康診査、一般不妊治療の助成、任意予防接種事業が継続できるよう努めます。 

4. 教育・保育内容を充実します。 

０才児～５才児までの発達過程を踏まえた吉野町統一教育課程及び指導計画を基に、一貫した教育・保育

を行い、就学前乳幼児の育ちを継続的・効果的に支えます。また、吉野町の特徴を活かし「木とふれあい、木

に学び、木と生きる」木育を進める中で、子どもの健やかな成長を促し、豊かな心を育み、生きる力の基礎を育

成します。 

  

コメントの追加 [y4]: 【審議会ご意見】０～５歳児に対

して、「自ら考え行動できる人」は無理なことではない

か。「自己表現力を向上させます。」などの表現に変更す

べきではないか。 

【修正前】「自分で考え行動できる人を育てていきます」

→【修正後】「生きる力の基礎を育成します。」 

【対応】子どもでも、友達との対人関係や道徳感を育む

ことが必要であり、自ら考え、行動（判断）することは

必要と考えます。自己表現力に限らず、自ら考え行動す

る（生きる力）を育むことが必要であると考え、左記の

とおり修正しています。 
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基本施策 1 未来を担う子どもの育成 

1-1-2 学校教育の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

町の未来を担う子どもたちが、吉野を愛する心を醸成するとともに、確かな学力と豊かな人間

性、健康・体力をバランスよく育む教育環境づくりを進めます。また、校舎や通学時の安全確保、

地産地消をとり入れた給食と食育の推進など安心安全な学校環境の整備を推進します。これら

のことを具体化していくために、総合計画と整合した教育大綱・教育振興計画を系統だてて策定

し、保護者・地域・行政（学校）が連携し一体となった教育環境と学校環境の整備を推進します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 
家で１日当たり３０分以上読

書する児童・生徒の数 
全国学力・学習状況調査 16％ 30％ 

2 
家で計画を立てて勉強をして

いる児童・生徒の数 
全国学力・学習状況調査 48％ 70％ 

  

✿役割分担 

個人でできること  自分自身で危機予知能力、回避能力を身につけるとともに、家族・友達・地域

住民とともに助け合いながら生きていくことができる人権学習を行う。 

 地域の行事に積極的に参加し、地域を知り、地域との交流を深める。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域の宝である子どもたちを、日々見守り、子どもや保護者にとって安心で親

しみのある環境づくりを進める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 校区全体の危険箇所や子どもの状況について、情報を一元化し、必要な対策に

ついて行政とともに検討する。 

行政が担うこと  吉野町の未来を担う子どもが、将来にわたって吉野町に愛着を持ち、そして生

きていくために必要な生活力を身に付けることができるよう、保護者・地域・

学校と情報共有しながら教育環境・学校環境の整備を行う。 

 

 

 

✿施策の現況と課題 

子どもたちが吉野町への理解や愛着を深めることを目的とし、文化遺産の見学、地場産業や歴史学習、職

場体験などのふるさと教育の取組みを進めています。また、不登校やいじめ問題については、各校園にスクー

ルカウンセラー派遣や電話などによる教育相談を実施しています。さらに、情報教育や教職員の指導内容を

充実させるため、情報教育機器の更新をしたり、外国語能力を向上させるため、外国語指導助手と教職員の

連携を図ったりするなど、外国語の教科指導にも積極的に取り組んでいます。 

コメントの追加 [y5]: 【審議会ご意見】指標名「小学校

情報機器更新台数」は、学校教育の充実を計る指標とな

り得るのか。なぜ小学校に限定するのか。目標値の 200

台についても不明確である。 

【対応】指標としては、削除します。ただし、今後更に

進展する情報化社会に対応していくためには、小学校に

おいても情報通信機器を活用した教育（正しい活用法な

どの知識）は必要と考えます。主な取組みにおいて、「小

学校全生徒に情報通信機器を配布するなど、ICT教育

を推進する」文言を追加しました。 

コメントの追加 [y6]: 【審議会ご意見】目標値が低すぎ

る。小学校や家庭の両方で取り組むことにより、100％

を目指すことができるのではないか。 

【ご回答】家庭での読書時間であるため、指標名に「家

で」の文言を追加しました。家庭における読書時間であ

るため、現状値の２倍程度を目標としています。また、

各小学校においては、図書室で読書をする時間を設ける

など、子どもたちの読書習慣が付くように取組みを進め

ています。 

※「読書」の定義：家庭で読書する時間。教科書、参考

書、マンガ、雑誌を除く。新聞は別調査項目としてある

ので、除かれます。 
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＜主な課題＞ 

●過疎化・少子化の影響による小中学校児童生徒数の減少を踏まえた、今後の学校教育のあり方や少人数

に適した特色ある教育方針を打ち出すことが必要です。 

●２０２０年度に本格的に開始される英語教育への対応、またそれを踏まえたふるさと教育推進のための時間

数確保とカリキュラムの整備が必要です。 

●小中学校の設備・機器等について、安全確保・教育効果を主眼とした計画的な整備を実施していく必要が

あります。 
 

✿主な取組み 

1.ふるさと教育を推進します。 

吉野に対する理解や愛着を深め、将来にわたって地域を大切にし、支えていく機運を醸成する為、町の産

業・自然・歴史文化等について、体験学習の実施や地域の方々を講師とした授業を実施し、先人達の営みに

触れる事ができる教育を推進します。教職員についても、地域に関する知識を深めていくため、地域研修を定

期的に実施していきます。 

2.教育内容を充実させます。 

確かな学力と主体的な行動力・判断力、豊かな人間性を身につけ、たくましい心身を育成するための教育

課程を構築します。また、情報化社会や国際化社会への対応として、小学校全生徒に情報通信機器を配布す

るなど、ICT教育の推進や外国指導助手を増員し英語教育・国際教育の充実を進めます。さらに、すべての児

童生徒が平等に教育を受ける事ができるよう必要な支援を行います。 

3.教育相談体制を充実させます。 

子ども達が、楽しく充実した学校生活を過ごせるように、いじめや不登校など抱えている悩みを早期に解消

するため、カウンセラーの配置や派遣回数を充実させ、学校内における相談体制を整備します。また、人権の

問題・心の問題・発達の問題などの教育相談の場として、学校とは別途相談窓口を設置することで、これらの

問題解決に向けた、切れ目のない支援を行います。 

4.安心安全な給食な実施と食育を推進します。 

地域住民によって栽培・管理された安全安心な旬の野菜を学校給食に導入し、食材を活かし調理された給

食を味わう事ができるよう、食育とふるさと教育にも関わる吉野「恵めぐみ味」計画の更なる充実を図ります。ま

た、学校給食設備・給食実施方法のあり方について検討を行い、安心安全でかつおいしい給食の実施や給食

費の軽減を目指します。 

5.安心安全で地域に開かれた学校づくりを推進します。 

子ども達が安心安全に通学できるよう通学バス運行体制を充実させるとともに、関係機関と連携し通学路の

安全点検や巡回パトロールなどの安全対策を講じます。また、各学校施設が地域避難所としても安全に使用

できるように整備を進めます。加えて、芝生化された校庭や体育館を地域に開放し、地域に愛される学校づくり

を進めます。 
 

  

コメントの追加 [y7]: 【対応】指標の見直しに伴い、文

言を修正しました。 

【修正前】「～ICT教育の推進や～」→【修正後】「～

小学校全生徒に情報通信機器を配布するなど、ＩＣＴ教

育の推進や～」 
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基本施策 1 未来を担う子どもの育成 

1-1-3 地域ぐるみでの健全育成 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

青少年が地域の一員として健全に育つために、青少年問題協議会に参画する関係機関との

連携を強化し、街頭指導や啓発活動を行い、併せて、親子の交流の機会を通して、豊かな人間

性や社会性を持った青少年の健全育成に努めます。また、地域ぐるみで青少年の健全育成を図

るために「（仮）青少年健全育成町民の集い」を開催し、地域の青少年を地域で守り育てる気運

を醸成します。さらに、地域で活動する関係団体、ボランティア団体を網羅した形で青少年問題

協議会を再編します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 「親 net」実施回数 教育委員会調べ 2 回 5 回 

2 
（仮）青少年健全育成町民の

集い参加人数 
教育委員会調べ 0 人 250 人 

3 
青少年問題協議会の再編（加

盟団体） 
教育委員会調べ 12 団体 16 団体  

 

✿役割分担 

個人でできること  子どもの健全育成、安全確保に努める。 

 声かけボランティアに参加する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 地域の青少年に対する声かけや見守り意識を高める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域の青少年に対する声かけや見守り意識を高める。 

行政が担うこと  青少年の健全育成にむけて、日々変化する状況（情勢）を青少年及び保護者、

地域に対して啓発し、また関係機関が実施している講演会、研修会の情報を提

供し、非行防止に努めるとともに自己防衛意識（危機管理意識）を醸成する。 

 声かけボランティアを周知、啓発する。 

 

  

コメントの追加 [y8]: 【審議会ご意見】「声かけボラン

ティアを全大字に広げる」などを目標指標として設定し

てはどうか。 

【ご回答】地域での健全育成を目的として、声かけボラ

ンティアの普及に取り組むため、個人、行政それぞれの

役割分担に文言を追加しました。また、（仮）青少年健

全育成町民の集いなどでの周知、啓発により、各地域に

広めていくことを想定しているため、町民の集い参加者

人数を指標として設定しています。 

コメントの追加 [y9]: 【審議会ご意見】「親 net」を地域

ぐるみの健全育成として、大きな意味を持たせていく方

針であれば、目標値を上げるべきではないか。 

【対応】「親 net」は青少年指導員が中心となり、実施

しています。現状値を踏まえつつ、町も支援することを

前提として目標値を 5回に修正しました。 

コメントの追加 [y10]: 【審議会ご意見】声かけボラン

ティアに参加することを個人でできることに追加する。 

【対応】審議会のご意見のとおり、左記文言を追加しま

す。 

コメントの追加 [y11]: 【対応】声かけボランティアに

ついて、個人でできることに追加したため、行政として

もその周知、啓発に努める必要があることから、左記文

言を追加しました。 
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✿施策の現況と課題 

青少年の健全育成を目的とし、青少年問題協議会では、青少年健全育成強調月間（7月）には駅前街頭啓

発を実施したり、花火大会、初市などのイベントの際は街頭啓発を実施したりしています。また、青少年指導員

会では、従来の家庭教育学級を継承し、「親 net」を立ち上げ、親子での交流を図る事業の実施や小中学校で

の挨拶運動、懇談会、啓発チラシの定期発行など、様々な活動を進めています。 

＜主な課題＞ 

●いじめ、ひきこもり、不登校問題などの対策として、青少年が抱える悩みに向き合う支援が必要です。 

●青少年を取り巻く薬物・ネット上のトラブル・有害図書などが悪化しており、警察との情報交換や家庭・地域・

学校との連携を強化する必要があります。 

●青少年問題協議会を軸とした街頭指導、啓発活動を推進する必要があります。 
 

✿主な取組み 

1. 街頭指導、街頭啓発を推進します。 

青少年健全育成強調月間にあわせ、駅前啓発活動を実施します。また、青少年指導員会による月一回の

校門前挨拶運動を継続します。 

2. 親 net 事業を推進します。 

青少年指導員会が、従来の家庭教育学級を継承しながら、子どもをもつ親同士の交流や情報交換を促進

し、楽しみながらコミュニケーションをとりあうことを目的として「親 net」の活動を行っています。青少年指導員会

をはじめ子育て世代を対象とした活動を行っているボランティア団体への支援・連携を図ります。 

3. 青少年問題協議会の再編をします。  

青少年健全育成にむけて各関係機関で取組みがなされおり、現在 12団体をもって青少年問題協議会を組

織しています。しかし、町内では個別に青少年の健全育成も視野に入れた地域活動を行っているボランティア

団体等もあり、こうした団体も網羅しながら、組織の再編を行います。 

4. （仮）青少年健全育成町民の集いを開催します。 

地域ぐるみで青少年の健全育成を図るために、町内各種団体に呼びかけながら「（仮）青少年健全育成町

民の集い」を開催し、家庭－地域－学校が連携しながら地域の青少年を地域で守り育てる機運を醸成します。 

  

コメントの追加 [y12]: 【審議会ご意見】指標の団体数

と相違している。 

【修正前】「13 団体」→【修正後】「12団体」 

 

※現在の「12団体」 

・主任児童員、青少年指導院、人権擁護委員、吉野警察、

吉野高校、区長連合会、吉野警察少年補導員協会、連合

PTA、吉野中学校長、吉野小学校長、吉野北小学校長、

保護司会 
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基本施策 2 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

1-2-4 社会教育と生涯学習の推進 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

町民の自主的な学習や交流などの機会を提供し、的確にニーズを把握して、すべての町民が

“いつでも”“どこでも”“誰でも”学習できる環境の整備に努めます。社会教育においては、文化

協会やボランティアグループ、社会教育セミナーから生まれたサークルなど、様々な活動主体が

協働し、持続可能な活動が可能となる仕組みを構築し、活動拠点である吉野町中央公民館の整

備を順次行います。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 公民館サークル活動団体数 教育委員会調べ 13 団体 15 団体 

2 公民館のべ利用者数 教育委員会調べ 17,173 人 20,000 人 

3 中央公民館耐震化工事進捗率 

中央公民館の総面積のうち、耐

震化工事が完了した面積の割

合 

44.0 ％ 100.0 ％ 

4 文化祭出展者数 教育委員会調べ 707 人 800 人 

 

✿役割分担 

個人でできること  生涯学ぶことの大切さを知り、自らの生きがいを見いだし、また社会規範を身

につける。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 様々な活動を通し、ほどよい地縁、血縁を活かしながら、お互いに学び、お互

いに支えあう関係を構築する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域ぐるみで学習する機会や環境づくりを行う。 

行政が担うこと  町民のニーズを的確に把握し、学習意欲を引き出せるような情報の提供、活動

の条件整備を図る。 

 

 

 

  

コメントの追加 [y13]: 【審議会ご意見】公民館は重要

な位置づけであるが、公民館に限定しすぎている。町全

体の活動を指標に入れるべきであり、優先順位も高いの

ではないか。 

【ご回答】町全体の活動を指標として把握することが困

難です。ただし、中央公民館を拠点として位置づけ、中

央公民館での活動を積極的に推進し、各地区に社会教育、

生涯学習の機運が広がることを目指しています。また、

各地区における様々な活動についてもサポートしてお

り、今後も継続していきます。 

【対応】指標については、社会教育の推進の一環として、

文化活動を推進していることから、指標名「文化祭出展

者数」を追加しました。 
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✿施策の現況と課題 

社会教育や生涯学習活動を推進するためには、自主的な学習や交流機会の提供は欠かせません。町で

は、中央公民館の休館日でも施設を利用できるようにすることで、学習場所・機会の提供を行ってきました。ま

た、「社会教育セミナー」「にこにこセミナー」を実施したり、文化協会の事務局を担ったりしています。併せて、

ユネスコ協会や公民館サークル活動への支援を行いながら、あらゆる世代の生涯学習活動の支援に取り組ん

でいます。 

＜主な課題＞ 

●生涯学習の推進を図る社会教育セミナーの実施にあたっては、多様化する町民ニーズを把握し、自主サー

クルへつなげていける内容で企画をする必要があります。 

●学習情報の提供等を通じて、町民自身の学習意欲と創意・工夫を活かした学習活動への支援が必要です。 

●活動拠点である吉野町中央公民館の公民館棟の耐震化の実施も必要です。 

●図書室の運営に関しては、奈良情報図書館の有効活用を行いながら町内で読書活動、文庫活動を行って

いる団体への支援、連携が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 学習機会、活動機会の充実を図ります。 

多様化する学習ニーズを的確に把握し、学習分野の充実を図り、各世代が気軽に学習や活動ができるよう

に努めます。また、社会教育セミナーの実施にあたっては、自主的なサークル活動への移行を視野に入れ企

画します。さらに、文化協会等の各種団体の活動を支援します。併せて、学習機会、活動機会の充実にむけ

社会教育委員会議で検討します。 

2. 社会教育関連施設の計画的な整備を図ります。  

町民の活動拠点である吉野町中央公民館が、安全で快適な学習場所として提供できるよう、施設の改修や

中央公民館棟の耐震化など、計画的に維持、補修に努めます。また、宮滝野外学校、吉野山ふるさとセンタ

ー、地区分館等についても計画的に整備します。 

3. 協働のプラットホームを構築します。  

町民と行政の協働のまちづくりを推進するために、社会教育関係団体及び公民館サークルなどの団体が集

まるプラットホームを構築し、交流、連携を促進します。 

4. 吉野宮滝野外学校における交流を促進します。  

大阪府青少年活動財団が旧中荘小学校校舎を吉野宮滝野外学校として活用することを受け入れており、こ

の活動を町外からの施設利用者と町民の交流の場として位置づけ、地域の活性化を図ります。また、自然との

ふれあいや体験学習を通して、吉野へのリピーターづくりを促進します。 
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基本施策 2 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

1-2-5 社会体育と生涯スポーツの推進 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

町民が、スポーツやレクリエーションに取り組める環境を提供します。社会体育・生涯スポーツ

については、誰もが気軽に参加できる健康維持や体力増進の場を提供するとともに、適切なアド

バイスができる指導者の育成、確保を図ります。また、充実した活動を支援するため、吉野運動

公園の施設設備の整備を進めます。加えて、平成２５年度から指定管理者となった吉野スポーツ

クラブとは、今後も連携しながら社会体育の振興を図り、施設の有効活用を行います。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 運動公園利用者数 教育委員会調べ 88,760 人 90,000人 

2 スポーツ教室参加者数 教育委員会調べ 900人 1,000人 

3 ウォーキング参加者数 教育委員会調べ 2,357人 3,000人 

 

✿役割分担 

個人でできること  自らの体力向上、健康増進にむけて意識的にスポーツに親しむ。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 軽スポーツやウォーキングを誘い合いながら取り組み、地域住民同士の交流を

図る。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域間で連携し、スポーツを通じて、多世代や地域住民同士が交流できる環境

を整える。 

行政が担うこと  社会体育に対するニーズを的確に把握し、社会体育・スポーツへの動機づけを

行うとともに、参加しやすい環境づくりを行い、活動場所の整備に努める。 

 

  

コメントの追加 [y14]: 【審議会ご意見】「～を推進しま

す。」の表現にしてはどうか。 

【ご回答】施策の方針では、５年後の実現したい姿を表

現するため、施設の有効活用を実現するという意味合い

を強くするため、「～施設の有効活用を行います。」とい

う表現にしています。 

コメントの追加 [y15]: 【審議会ご意見】社会体育やス

ポーツに参加しやすい環境づくりを行うなどの表現を

追加する。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記文言を追加

しました。 
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✿施策の現況と課題 

競技スポーツの習得や体力向上のため、ソフト面、ハード面の支援を進めています。町では、吉野運動公園

などの拠点が活用され、様々なスポーツが行われているほか、スポーツ推進委員の協力によるウォーキングの

活動が定着してきています。そのほか、スポーツの普及だけではなく、地域づくりを視野に入れた各種大会や

イベントの開催にも力を入れてきました。 

＜主な課題＞ 

●吉野町体育協会、吉野町スポーツ推進委員会、吉野町スポーツ少年団、吉野スポーツクラブと協議して  

スポーツ人口の裾野を広げる必要があります。 

●吉野スポーツクラブを軸としながら、町民のスポーツ活動への多様なニーズに対応していく必要があります。 

●施設については、耐震工事や空調設備設置に引き続き、長寿命化計画をもとに施設の更新を計画的に行う

必要があります。 
 

✿主な取組み 

1. 社会体育・生涯スポーツへの動機づけ、参加機会を提供します。 

年齢や生活環境に応じてスポーツやレクリエーションが楽しめるように、スポーツ教室の拡充を図ります。ま

た、より多くの町民の参加が得られるように「吉野町体力向上委員会」でイベントを企画します。さらに、吉野ス

ポーツクラブとの連携を通して、地域住民の自発的な社会体育への取組みを支援します。 

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。 

高齢化が進む中で、町民の体力維持・向上を図るため、誰もが安全に楽しくスポーツに親しめるよう、軽スポ

ーツの振興、普及に努めます。また、ここ数年定着しているウォーキングについても継続し、参加者の拡充を通

して、交流や生きがいづくりを促進します。さらに、トレーニング室の利用促進を通して、町民の健康増進を促

進します。 

3. 吉野運動公園の健全な管理運営業務に努めます。  

吉野運動公園については、平成２５年度より指定管理者制度を導入し、吉野スポーツクラブに管理委託を行

っています。この指定管理業務において、利用促進及び社会体育の振興に寄与していますが、指定管理者と

して更なる資質の向上を図り、吉野運動公園の充実を目指します。 

4. 吉野運動公園の計画的な整備を図ります。  

吉野運動公園については、社会体育の活動拠点として耐震化や空調設備の設置等を行ってきました。今後

も、施設長寿命化計画に基づき計画的に整備を進めます。 
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基本施策 2 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

1-2-6 世界遺産・歴史文化の保全と活用 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

吉野町に息づく歴史文化は、良好な状態で後世に伝えるべき町の宝です。この保護と保全と

ともに、調査・記録を計画的に行い、歴史文化を活かしたまちづくりを推進し、歴史文化を次世代

に伝えます。町民が郷土の歴史や文化を学習し、理解を深める事ができるよう、資料館の展示や

講演会を充実させます。また、地域に残る伝統文化・年中行事を持続させるため、継続して調査

研究を行い、地域や関係団体を支援します。併せて、世界遺産構成資産文化財は、保全のため

の支援を行います。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 歴史文化保存団体数 

教育委員会調べ 

（町が補助する無形文化財保

存団体数） 

3 団体 4 団体 

2 吉野歴史資料館の利用者数 歴史資料館の利用者 1,773 人 3,000 人 

3 
吉野歴史資料館の講演会等の

開催回数（参加者数） 

歴史資料館が提供した講演

会等の回数（参加者数） 

60 回 

（1,600人） 

80 回 

（2,000人） 
 

✿役割分担 

個人でできること  講演会・講座事業に参加し、地域の歴史や文化財に興味を持ち、郷土への愛着

を深める。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 地域の文化や歴史を学習する機会を設ける。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域の文化や歴史を学習する機会を設け、地域の歴史文化の保存・継承に努め

る。 

行政が担うこと  史跡の整備・文化財の保護・普及教育活動施設等、施設の充実を図る。 

 各種施設を活用した講演会・講座事業等を充実させる。 

 講演会・講座事業を支える文化財の調査研究などの基礎的事業を推進する。 

 

  

コメントの追加 [y16]: 【審議会ご意見】「次世代に伝え

る」を表現として、追加してはどうか。 

【修正前】「～を推進します。」→【修正後】「～を推進

し、歴史文化を次世代に伝えます。」 

コメントの追加 [y17]: 【審議会ご意見】歴史資料館に

指標を限定しすぎているのではないか。「歴史文化継承

の民間活動団体数」などの指標を追加してはどうか。 

【対応】歴史文化を継承するためには、歴史文化の保存

が必要であることから、歴史文化保存団体数を目標に掲

げています。また、歴史文化を活用した取組みを実施す

る各種団体（ボランティアガイドや吉野スタイルなど）

数については、事務事業の中で把握するとともに、支援

も行います。 
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✿施策の現況と課題 

本町には世界遺産があり、歴史・文化の豊かなまちです。これら大切な資源を後世に継承してくことはとても

重要であり、その一つである桜は、町が策定した『吉野山桜樹林管理手引き』に基づいて吉野山保勝会が保

全・管理を行っています。また、平成 27年度からは、7年間をかけ史跡宮滝遺跡の整備を行うとともに、吉野歴

史資料館の充実を進めています。そのほか、指定文化財の保存・修理も計画的に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●平成 27年度史跡宮滝遺跡の整備を契機として、吉野歴史資料館の機能充実を図る必要があります。 

●史跡宮滝遺跡の整備については、『吉野万葉整備活用計画基本構想』に従って、発掘調査を行い、その成

果に基づいて遺跡の整備を行う必要があります。 

●吉野山の桜の保全については、吉野山保勝会に事業主体を移行し、引続き継続的に支援を図る必要があ

ります。 
 

✿主な取組み 

1. 世界遺産の保全に取り組みます。 

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産である吉野山の金峯山寺をはじめとして、文化財の保存

修理を含めた保護・保全に努めるとともに、町民と行政が一体となった保全活動の推進や情報発信を行い、保

全の機運を醸成します。 

2. 吉野山の桜を保護します。 

吉野山桜の学校を通して策定した『吉野山桜樹林管理手引き』に基づいて、吉野山の桜樹林への施業・管

理を行い、吉野山の桜樹林を健全に保ちます。また、必要に応じて桜樹林の保全のために必要な実証実験を

行い、『管理手引き』に反映させ、これらの事業を実施する吉野山保勝会を積極的に支援します。 

3. 文化財の調査と保護を推進します。  

指定文化財の現状を把握し、計画的に保存修理を進めます。特に、史跡の保存と活用のために史跡宮滝

遺跡の整備を行います。また、文化財の活用のために、基礎的な調査・記録を進めます。 

4. 「吉野学」の取組みの一環として、吉野の歴史や文化の情報発信を推進します。  

吉野の自然・歴史・文化を広く情報発信し理解を深め、吉野を愛する心を醸成するため、「ふるさと教育」に

対する情報の提供を図ります。 

5. 文化財を活用した地域活性化等を関係機関と連携して推進します。 

町内にある無形文化財等の紹介ビデオを作製し、関係機関と連携して観光振興や地域活性化に取り組み

ます。 
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基本施策 2 学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

1-2-7 人権が尊重されるまちづくり 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

これまでの人権尊重にむけた取組みにより、町民の人権意識は着実に高まり、お互いに気遣

う姿が地域で見られるようになっています。しかし、依然として差別事象や人権侵害は後を絶た

ず、その内容も極めて多岐にわたっています。このことにより、当然、人権問題に直面する人たち

も広範な立場の人たちとなっており、こうした実態に効果的に対応する事が必要です。一人一人

が心豊かに安心して暮らせる「人権のまちづくり」の創造にむけた取組みを推進します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 
差別をなくす町民集会参加者

数 
教育委員会調べ 350 人 350 人  

2 
人権教育さわやかセミナー参

加者数 
教育委員会調べ 320 人 350 人 

 

✿役割分担 

個人でできること  人権感覚を養い、地域を構成する一人として自覚をもつ。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 一人一人の姿を通して、お互いに認めあい、支えあう関係を醸成する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 区長連合会・地区人推協を軸として、研修会やイベントを実施し、人と人、人

と地域の関係を深める。 

行政が担うこと  人権尊重にむけた情報提供や、相談窓口を明確にする。 
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✿施策の現況と課題 

これまでの人権尊重に向けた取組みにより、一人一人の人権意識・人権感覚は高まり、互いに尊重しあい、

寄り添いあう関係が私たちの暮らしの中に広がっています。しかし、社会全体を見渡せば、いまだ人権侵害は

後を絶たず、奈良県市町村人権・同和問題啓発活動推進連絡協議会が集約した県内の差別事象は１４５件

（平成２６年度）になっています。町でもこうした事象に対応できるよう、相談体制の充実や関係機関との連携を

推進してきました。 

＜主な課題＞ 

●「啓発」「教育」「運動」の推進体制を強化し、役場、教育委員会、町民（吉野町人権のまちづくり推進協議

会）が連携して取組みを推し進めていく必要があります。 

●「お互いさま」を基調とした地域住民同士のつながりを深化させ、そのつながりの中で地域課題を解決、克服

していくことが必要です。また、問題が生じた場合においては、地域内で問題を抱えることなく、民生委員や

有識者などを交え、解決、克服していくことが必要です。 

●「虐待」や「認知症」といった今日的問題を地域の課題として捉え、取組みを進める必要があります。 
 

✿主な取組み 

1. 啓発活動を推進し、人権尊重の雰囲気づくりをします。 

町民が、人権問題をより身近なものとして捉えることができるように効果的な啓発活動を進めます。また、その

推進者となるべく職員研修を実施し、職員一人一人の資質の向上を図ります。 

2. 人権文化が息づく施策を推進します。 

町民集会や差別をなくす強調月間の取組みを通して、一人一人の個性や人格、生き方が尊重される人権

のまちづくりに連動する取組みを推進します。また、同和問題解決にむけて建設された龍門総合会館ならびに

中竜門ふれあいセンターについては、地域の福祉やコミュニティー活動の拠点として活用していきます。 

3. 子どもたちの人権感覚を育みます。  

人権教育副読本「なかま」を活用し、差別を許さず、差別をなくす意欲と実践力を身につけ、不合理や矛盾

に異議を申し立てできる子どもの育成を目指します。また、社会的問題となっている「いじめ」「不登校」を防止

するために、児童・生徒や保護者に対する心のケアを充実させます。さらに、教職員の資質向上にむけ研修を

実施します。 

4. 人権のまちづくりにむけた教育を推進します。  

これまでの同和教育の成果を礎にしながら、一人一人の人権課題に向きあった人権教育を推し進める為に

「人権教育さわやかセミナー」を実施し、「人と人」「人と地域」がつながり、認めあい、支えあいができる人権の

まちづくりを推進します。また、吉野町人権のまちづくり推進協議会への支援と各種団体と人権をキーワードに

｢協働社会｣を目指します。 

  

コメントの追加 [y18]: 【審議会ご意見】住民同士、地

域同士のつながりによって、問題を隠すという悪い面が

あることを認識するべき。（いじめ隠しなど・・・） 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり修

正しました。 

コメントの追加 [y19]: 【審議会ご意見】外国人が増え

ている。外国人の方の人権に関する取組について、記載

が必要ではないか。 

【ご回答】国籍に関係なく、すべての住民を「町民」と

しています。各施策における取組みは、本町まちづくり

基本条例に定める「町民」を対象としています。 
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基本施策 3 生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

1-3-8 健康づくり事業の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

生涯にわたり健康で生き生きと暮らせるように、壮年期の死亡を減少させ健康寿命を延伸させ

ます。また、健康づくり・介護予防サポーターを核として、町民主体による自主的な健康づくりの

活動が地域で展開され、町全体に広がるように推進し、町民が元気で健康なまちを実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 大腸・胃・肺がん検診受診率 市町村がん検診結果報告 

大腸 18.0％ 

胃 8.9% 

肺 12.4% 

共通 50 .0％ 

2 県内の健康寿命の順位 
県健康づくり推進課６５歳

からの健康寿命 

男性 20位    

女性 23位 
10位内 

3 
健康づくり介護予防サポータ

ー数 
長寿福祉課調べ 45 人 全大字 1名以上 

 

✿役割分担 

個人でできること  自分の健康は自分で守る。定期的に健康検査やがん検診を受診する。 

 健康づくりに関心を持ち、健康づくりについて正しい知識を身に付け、自身に

合った健康づくりを実現する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 個人から家庭、隣近所へ声かけし、健康づくりに関心を持ち、住民同士で健康

づくりに関するイベントなどに参加する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 健康づくり・介護予防サポーターを中心として地域の健康に関する課題にむけ

て取り組み、健康づくりを進める。 

行政が担うこと  健康長寿のために健康増進計画を推進するべく、健康施策等の普及啓発を行う。 

 町民の主体的な健康づくりを支援するため、関係機関と連携しながら、健康づ

くりのための環境づくりを進める。 

 

  

コメントの追加 [y20]: 【審議会ご意見】検診受診率は、

町民全体（国保、共済全てを含む）か。現状値が低いの

ではないか。 

【ご回答】がん検診対象者数は、国で統一されています。

直近の国勢調査の人数を用い、〔対象者数＝町人口－（就

労人口－農林水産従事者数）〕で算出される数値であり、

対象者のうち受診されている人の割合が左記数値のと

おりとなります。目標値は、国の指標に基づき、設定し

ています。 

コメントの追加 [y21]: 【審議会ご意見】健康長寿人口

（65歳以上で病気ではない人の数）の指標はないか。

※施策「社会保障制度の円滑な運営」でのご意見。 

【対応】健康長寿人口に関する明確な算式・規定があり

ません。本町では、奈良県が採用している健康寿命（平

均自立期間）（※意味：日常的に介護を必要とせず、自

立した生活ができる生存期間）を指標として採用し、目

標設定を行いました。 

コメントの追加 [y22]: 【審議会ご意見】目標値は、「全

大字に１名以上」としてはどうか。 

【対応】当初目標値（65 名）についても同様の考え方

で設定していましたが、審議会でのご意見を踏まえて、

より町民の皆様に分かりやすいよう左記のとおり修正

しました。 

コメントの追加 [y23]: 【審議会ご意見】「・・・機運を

高める」だけではなく、もう少し進んだ役割が必要では

ないか。 

【修正前】「～健康づくりの機運を高める。」→【修正後】

「～健康づくりに関心を持ち、住民同士で健康づくりに

関するイベントなどに参加する。」 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、声かけだけでは

なく、地域のイベントに住民を誘って参加するという表

現に修正しました。 
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✿施策の現況と課題 

近年、生活習慣やライフスタイルの変化により、生活習慣病が増加傾向にありますが、生活習慣病の早期発

見・早期治療につなげるための各種検診の受診や日常的な運動など、町民の健康づくりに対する意識を高め

ていくことが重要です。特に、高齢者については、要介護にならないための予防が必要であり、主体的に健康

づくりに取り組めるよう、「健康づくり・介護予防サポーター講座」など各種講座も開催しています。 

＜主な課題＞ 

●生活習慣病を予防するため、検診の受診率を向上させる必要があります。 

●高齢者が要介護状態にならないように、支援をすることが必要です。 

●健康づくりに関する施策を効果的に展開していくために、健康増進計画・食育推進計画を確実に進めること

が必要です。 

●「健康づくり・介護予防サポーター」とともに考えることで、町民が主体的に健康づくりに取り組む機運を醸成

することが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 疾病予防対策を充実・強化させます。 

検診の重要性を若年層へ周知できるような機会を探り、未受診者への働きかけを強化します。また、子宮・

乳房・大腸がんは検診の早期発見・治療への効果が高いので、検診の機会を多くもてるような手段を考えてい

きます。さらに、個人が主体的に「食」「運動」「休養」「歯」「喫煙」など生活習慣の改善に取り組めるように働き

かけます。 

2.健康づくり・介護予防サポーターが地域で活動し、健康づくりに対する機運を醸成しま

す。 

健康づくり・介護予防サポーターが、地域の課題を把握し、健康づくりを進めるにあたっての解決策を検討し

ます。また、サポーター間のネットワークづくりを進め、広く情報提供に努め、地域住民に認知されるように取り

組みます。 

3. 予防接種の助成事業を推進します。 

 感染症の予防や蔓延防止のため、定期予防接種を実施します。また、高齢者のインフルエンザの予防接種

の一部助成を行うほか、子育て支援対策として、任意の予防接種（インフルエンザ、ロタ、B型肝炎、おたふく

かぜ等）への助成も行います。 

 

  

コメントの追加 [y24]: 【審議会ご意見】住民に認知さ

れていない。地域で誰がなっているのか知らない。介護

予防サポーターのネットワークを作っていく、しくみを

作っていくべきではないか。主な取組みへの記載を検討

する。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり修

正しました。 
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基本施策 3 生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

1-3-9 高齢者等の生きがい・健康づくりの推進 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

高齢者等が生きがいを持って健康に生活できるように、老人クラブや社会教育活動などを充

実し、様々な活動に参加しやすい環境づくりを行います。また、老人クラブについては、活動内

容の充実を図り、生きがい創造や社会貢献ができる魅力ある団体になることを実現します。さら

に、高齢者の方々が持つ特性や経験を活かした生きがいづくりを実現するため、シルバー人材

センターの充実や組織強化を実施します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 サロン開設数 平成２７年度当初実数 34ヶ所 40ヶ所 

2 サロン参加登録者数 平成２７年度当初登録実数 646人 760 人 

3 老人クラブ加入率 
65 歳以上の方で老人クラブに

加入している人の割合 
47.6％ 50.1％ 

4 シルバー人材センター会員数 登録会員数 107 人 150 人 
 

✿役割分担 

個人でできること  高齢者の経験や知識を活かした活動を積極的に行う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 それぞれの地域の特性を活かし、地域に根付いた活動などに取り組む。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 高齢者が魅力ある活動ができるよう、地域ぐるみで新たな活動に取り組む。 

行政が担うこと  他の自治体の老人クラブ活動や先進地の活動などの情報を収集し、情報提供を

行う。 

 シルバー人材センターなど、高齢者の経験や知識を活かすことができる機会を

支援する。 

 

  

コメントの追加 [y25]: 【審議会ご意見】老人クラブと

シルバー人材センターの記載に留まっている。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり追

加しました。また、役割分担においても、老人クラブに

限定しない記載に修正しました。 

コメントの追加 [y26]: 【審議会ご意見】老人クラブや

シルバー人材センターに加入していない高齢者の生き

がいはどこで計るのか。指標の追加を検討する。 

【対応】施策名「地域福祉活動の充実」に掲載している

指標「サロン開設数」「サロン参加登録者数」を追加し

ました。サロンでは、料理教室や革細工づくり、木工・

陶芸教室など、さまざまな活動があり、世代間交流もあ

ることから、本施策においても施策指標として追加しま

した。 

 

【審議会ご意見】温泉利用人数（老人福祉センター利用

者数）で施策の進捗を計る指標になるか。 

【対応】老人福祉センターは、高齢者の健康保持と教養

の向上及びレクリエーションのため設置された施設で

あり、その利用者が増加することにより、孤独な環境に

おかれている高齢者が少ないと推測出来るため、指標を

設定しました。審議会でのご意見を踏まえ、新たな指標

を追加設定し、本指標は削除することとしました。 
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✿施策の現況と課題 

本町では高齢化率が 38.6％（平成 22年国勢調査）となり、3人に 1人が 65歳以上の超高齢社会となってい

ます。そこで、高齢者の方一人ひとりが生きがいを持ち、社会参加できるように、生きがいや健康づくりの場とな

る「老人クラブ」に対する活動支援や老人福祉センターの運営などを進めてきました。しかし、老人クラブ会員

数は平成 22 年度に 2,059 人いましたが、平成２７年度には 1,553 人と高齢者人口の増加に反して、伸び悩ん

でいます。 

＜主な課題＞ 

●高齢者人口が増加しているにもかかわらず、老人クラブの会員数は減少傾向であるため、会員数を増やし、

活動を活性化させるため、減少傾向になっている原因（老人クラブの魅力のＰＲ不足、社会構造など）の整

理が必要です。 

●各種施設の老朽化が進んでいるため老朽化の対策が必要です。 

●老人福祉センターは、施設の設置目的や役割を明確にしながら、存続も含め将来的な施設のあり方の検討

が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 老人クラブ活動等を活性化します。 

老人クラブ活動等を活性化させるため、新たな活動メニューを提案します。また、魅力ある多様な活動がより

活発に行えるよう先進地の活動状況などの提案を行います。 

2. 高齢者などの活動の場や交流の場を充実します。 

老人福祉センターや地域の老人憩の家などを交流の場として充実し、高齢者が外出する機会や多世代と交

流する機会づくりを行います。また、各学校でのふるさと教育の推進とあわせて、地域の歴史や文化を学ぶた

めに地域の高齢者を講師に迎えるなど、高齢者の知識や経験を活かすことのできる場づくりを行います。 

3．高齢者などの就労を支援します。 

自らの生きがいづくりや社会参加を希望する高齢者の就業の場を提供するシルバー人材センターの充実や

組織強化を図ります。 

4．高齢者などの生きがい対策を充実します。 

高齢者の生きがい対策として、介護予防として実施している木工教室や陶芸教室、認知症予防サロン事業

（料理教室・革細工づくりなど）、吉野健康ウォーキング連携推進事業を高齢者の方が、継続的に生きがい・趣

味として取り組めるように意識し、事業展開を行っていきます。 

  

コメントの追加 [y27]: 【審議会ご意見】生きがいとい

う施策名の割に主な取組みの記載内容が弱い。高齢者に

とっては、お孫さんとの交流や若い世代に何かを伝える

などの場を提供するなど、高齢者の知識や経験を活かす

ことができることが生きがいになるのではないか。高齢

者のスポーツ、文化講座や地域サロンについて記載を検

討できないか。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、主な取組み２，

４に左記のとおり追加しました。 
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基本施策 3 生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

1-3-10 地域医療の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

南和医療組合 3 病院の連携により、２次救急体制を確立します。また、１次救急は、地域の開

業医との連携・協力により、休日・夜間の診療を充実します。 

さらに、地域包括ケアシステムの構築により、医療・介護・生活支援・介護予防の連携を図り、

地域で安心して暮らせる環境づくりを行います。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 地域医療の充実・満足度 吉野町民意識調査 17.6％ 50.0％ 
 

✿役割分担 

個人でできること  身近なかかりつけ医を持つ。 

 医療に関する正しい知識を持ち、適切に医療機関を利用する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 個人から家庭、隣近所へ声かけをするなど、健康づくりの機運を高める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 町等が実施する地域医療に関する町民意識啓発活動に協力する。 

行政が担うこと  地域医療の適切な利用を周知・啓発する。 

 町内外の開業医と連携し、1次救急体制を整備・充実させる。 

 南和医療組合との連携により医療環境を充実させる。 

 

 

  

コメントの追加 [y28]: 【審議会ご意見】目標値が３０％

では低すぎるのはないか。 

【対応】審議会のご意見を踏まえつつ、平成２８年度の

南奈良総合医療センター開院などの環境変化を踏まえ、

目標値を５０％に修正しました。 
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✿施策の現況と課題 

本町では、地域医療を支える町立吉野病院の医師・看護師確保や経営健全化に向けた取組みを進めてき

ました。平成 28年度からは奈良県・五條市・吉野郡の町村が「南和医療組合」を設立し、県立五條病院・県立

大淀病院・町立吉野病院の 3病院は再編することになります。これにより、平成２８年４月開院の「南奈良総合

医療センター」は急性期医療を、「吉野病院」と「五條病院」は回復期・維持期医療を担い、広域圏での急性期

から在宅までの一連の流れが確立されます。 

＜主な課題＞ 

●組合再編を踏まえて、今後は１次救急対策のあり方について検討が必要です。 

●今後ますます需要が増えていくと予想される在宅医療について南和医療組合との連携が必要です。 
 

✿主な取組み 

1．医療体制を充実します。 

南和広域医療企業団に参画することで、診療科の充実（２３診療科）を図るとともに、小児科をはじめとする

内科系、外科系とも２４時間３６５日の救急体制を確立し、周産期医療に関しても県立医大と連携し安心して周

産期を過ごせる環境を提供します。 

2. 1次救急体制を整備・充実します。 

休日・夜間診療所を開設し、1次救急体制を整備・充実します。また、適切に医療機関を受診することができ

るように、救急医療に関する電話相談や救急医療のしくみを町民に周知・啓発します。 

3．地域包括ケアシステムを構築します。 （1-4-11高齢者福祉の充実 再掲載） 

4．医療に関する情報提供を実施します。 

町民が医療に関する正しい知識を持ち、かかりつけ医を持つなど、適切に医療機関を利用できるように普及

啓発します。また、日ごろからの自身の健康づくりができるように啓発します。 

 

 

 

  

コメントの追加 [y29]: 【審議会ご意見】「吉野病院と大

淀病院」という記載が古い。広域医療組合の状況など、

現状の課題を記載するべき。吉野病院の立ち位置も変わ

ってくることから、細かく記載が必要である。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、施策の現況を追加

しました。また、施策の現況については全施策に追加す

ることとしています。 

コメントの追加 [y30]: 【審議会ご意見】地域開業医の

促進、推進も主な取組みの中で記載すべきではないか。

現在の開業医の高齢化も進んでおり、開業医を確保して

いく取組みが必要ではないか。妊産婦、周産期医療につ

いて、主な取組みに記載してほしい。一次救急、二次救

急の対応を具体的に記載し、課題を明確にするべきでは

ないか。それに対応する取組みの記載が必要である。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり文

言を追加しました。医療に関しては、南和地域（広域）

で支えていくことが必要であり、新病院へのアクセスや

地域医療に関する情報の集約化等により、適正に医療機

関を受診できるよう住民に周知、啓発することが重要と

考えます。 
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基本施策 4 みんなで支えあう福祉のまちづくり 

1-4-11 高齢者福祉の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

すべての高齢者が住み慣れた地域で、健やかに安心して暮らし続けられるよう、日常生活に

対する不安を和らげるための緊急時対応や介護予防事業等を充実させ、生活機能の維持向上

を図っていきます。また、多職種の方で構成される地域ケア会議において、医療・住まい・介護・

生活支援・予防についての課題を整理・検討し、今後の方向性を導き出し、町民主体による地域

包括ケアシステムを構築します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 要介護・要支援認定率 

65 歳以上の高齢者で介護

保険の要介護・要支援認定

を受けている人の割合（目

標値は介護予防等により抑

制した場合の数値を設定） 

22.5 ％ 27.3 ％ 

2 介護予防教室参加者数 長寿福祉課調べ 600 人 700 人 

３ 相談延べ件数 長寿福祉課調べ 150 件 200 件 
 

✿役割分担 

個人でできること  自主的に地域活動に参加し、地域で支え合い、高齢者の見守りや支援を行う。 

 ボランティアの一員として、生活支援や介護予防教室、サロン活動に参加する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域全体で高齢者の生活を見守り、支え合い、高齢者がその地域で安心して可

能な限り暮らし続けられるよう支援する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域同士の交流、支援、助け合いによる介護予防や生活支援の受ける側、行う

側の範囲を広げることで多様なニーズに対応する。 

行政が担うこと  介護保険制度の適正な運営を行う。 

 町民主体の地域での活動を支援する。 

 

  

コメントの追加 [y31]: 【審議会ご意見】要介護・要支

援認定率を指標にすることはどうか。 

【ご回答】要介護・要支援認定率は、第６期介護保険事

業計画の策定時に１０年後を見据え、介護予防事業を推

進し、抑制することで推計した目標値を設定しています。

町民の皆様が健康で生き生きと過ごすことができるよ

うに各取組みを進めることにより、達成し得る指標であ

ることから、施策の目標として残しています。 
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✿施策の現況と課題 

高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるように、総合相談窓口や介護予防教室、地域サロン、

認知症サポーター養成講座などを実施してきました。また、消防署との連携による、ひとり暮らし高齢者のため

の緊急時通報システムを普及させるなど、高齢者の自立支援にも積極的に取り組んでいます。さらに、介護予

防サービスを充実することによって、健康寿命を延伸させるとともに、介護保険制度の健全な運営にも配慮して

います。 

＜主な課題＞ 

●今後の高齢化の進展に伴い、要介護に移行しないよう介護予防事業への取組みにあたっては、行政だけで

はなく、関係団体や地域との協力と連携が必要です。 

●認知症の本人とその家族との理解を互いに深めあい、地域で支え合える体制づくりが必要です。 

●介護給付費の適正化を図り、効率的な保険給付を行うことが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 地域包括ケアシステムを構築します。 

医療・介護・生活支援などについて、地域ケア会議の場で多職種の方々で課題を整理し、将来への方向性

や具体的な施策を検討し、町民が主体となって実践していくことを目指し、町はそれを支援し、共に取り組みま

す。また、在宅医療・介護連携事業等の事業を展開し、地域包括ケアシステムを構築し、ひとり暮らしの高齢者

が安心して日常生活が送られるように、緊急通報装置の設置や安否確認などに取り組みます。 

2. 地域包括支援センターを充実します。 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、介護サービス・保健・

医療・福祉など高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として充実させます。また、高齢者の総合相談窓口、

介護予防プラン作成、権利擁護などを通して支援していきます。 

3. 高齢者の自立を支援し、介護予防を促進します。 

要支援 1及び 2の高齢者や介護が必要となるおそれのある高齢者、比較的健康な高齢者などが、介護を必

要とせず、元気に暮らし続けられるよう予防啓発や認知症予防サロン、生きがいづくり事業（陶芸教室、木工教

室など）を実施し、介護予防につなげます。また、介護予防や閉じこもり予防、見守りの一環として、地域サロン

などの町民の自主的な活動を支援します。 

4. 介護保険サービスを充実します。 

住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問介護や通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショ

ートステイ）など各種の在宅サービスを充実します。また、町内の事業者と連携し、ヘルパー（介護士）の養成

講座を開催します。さらに、施設サービスについては、今後も動向を見極めながら施設を充実します。 

 

 

 

 

コメントの追加 [y32]: 【審議会ご意見】健康づくり介

護予防サポーターの取組みについて、主な取組みに記載

するべき。再掲載でも可。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、主な取組み６に

追加しました。 

コメントの追加 [y33]: 【審議会ご意見】施設の充実だ

けではなく、ヘルパーの養成（養成講座など、町が認定

する介護士を育てていかないといけない）をすることを

盛り込めないか。 

また、既に働いている人のカウンセリングなど、働いて

いる人のサポートについて記載した方が良いのではな

いか。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、左記内容を追加し

ました。また、働いている方のカウンセリング等につい

ては、ケアマネージャー部会を開催し、事例や情報共有

を行い、対応や考え方を学ぶ研修会を実施するなど、働

き手のサポートを実施しています。今後も引き続き、従

業員の方のサポートは継続させることとしています。 
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5. 介護保険制度の健全な運営を行います。 

今後も介護保険サービスを必要とする高齢者がますます増加すると予想されるため、介護予防事業や介護

予防・日常生活支援総合事業、地域での支え合いなどを充実しながら、在宅及び施設サービスの適切な提供

と供給の適正化とともに、３年ごとに策定する介護保険事業計画をもとに保険料などの見直し、安定した保険

財政を運営します。 

6．健康づくり・介護予防サポーターが地域で活動し、健康づくりに対する機運を醸成し

ます。（1-3-8 健康づくり事業の充実 再掲載） 
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基本施策 4 みんなで支えあう福祉のまちづくり 

1-4-12 障がい者福祉の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

障がいがあるなしに関わらず、互いの個性と人権を尊重した地域のネットワークが構築され、

障がいのある人が安心・安全に暮らせる地域づくりを推進します。また、国や県の動向を把握し、

対象者に各種サービスの周知をきめ細かく行うとともに、障がいについての理解を深める啓発

や、さらなるサービス提供基盤の確立を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 
ホームヘルプサービスの利用

者数 

長寿福祉課調べ 

（吉野町第４期障害福祉計画） 
1,774 人 2,602 人 

2 デイサービスの利用日数 
長寿福祉課調べ 

（吉野町第４期障害福祉計画） 
119 日 164 日 

3 ショートステイ利用日数 
長寿福祉課調べ 

（吉野町第４期障害福祉計画） 
361 日 528 日 

4 障がい者交流会参加者数 
長寿福祉課調べ 

（吉野町第４期障害福祉計画） 
64 人 100 人 

 

✿役割分担 

個人でできること  障がい者や障がい特性の理解を深める。 

 障害福祉サービスを利用しながら、積極的に社会参加・参画を行う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 他人を思いやり、互いに助け合える地域社会を構築する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 障がい者が地域で安心して生活ができるよう地域での助け合い・支え合いの体

制を整える。 

行政が担うこと  障がい者が自立した社会生活を送ることができるよう、障がい福祉に関する各

種相談をはじめとして、障がい者のニーズに的確に対応できる福祉サービスの

実現に向けて取り組む。 

 

 

  

コメントの追加 [y34]: 【審議会ご意見】「障害者」また

は「障がい者」の表記は使い分けているのか。障がい者

団体とも協議の上、表記を検討する。 

【ご回答】本町としては、「障害者」の表記については、

基本的に「障がい者」としています。ただし、法令の名

称やその中で示されている文言については、「障害」と

表記しています。当事者団体の中には、「障害」の「害」

の字はイメージが悪く障がい者差別につながるので、

「障害」の表記を改めるべきとの意見があり、改める案

としては「障がい」が多数でありました。 

コメントの追加 [y35]: 【審議会ご意見】気軽に相談で

きる窓口を行政が設置することを追加してはどうか。

（ニーズは相談から入ってくるため、「各種相談をはじ

めとして」という表現を追加する。） 

【対応案】審議会のご意見を踏まえて、左記のとおり修

正しました。 
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✿施策の現況と課題 

本町では高齢化が進むにつれて、高齢で障がいを持つ人の割合も増加することが予測されます。また、本

町の障がい者手帳所持数は平成 26年度末には 697人であり、そのうち身体障がい者が最も多く 585人で、

全体の 83.9％を占め、これは全国平均に比べて高いことから、障がい種別のきめ細やかな対応や重複障がい

に関する配慮に基づく支援策を進めています。 

＜主な課題＞ 

●障がいのある人が地域で安心して暮らせるように、国や県の動向を把握し、対象者に各種サービスの周知を

きめ細かく行うとともに、サービス利用者にはサービス等利用計画書により支援の方向性を明らかにする必

要があります。 

●サービス提供体制を充実させるため、町内及び圏域内において、事業所の新規参入情報を収集し、その情

報を利用者や家族に提供することが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 障害福祉サービスを充実します。 

障がいのある人やその家族が自宅で安心して暮らすため、必要に応じて、日常生活を支援する訪問サービ

スの提供が不可欠です。また、サービス等利用計画書により支援の方向性を明らかにし、本人に寄り添った支

援を行います。 

2. 地域生活支援事業を推進します。 

県や町が主体となり、障がい者や障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域

の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応します。また、相談支援事業やコミュニケーション支援事業、移動

支援、日中一時支援等の事業を実施します。 

3. 地域における支援として「交流会事業」の実施を支援します。 

障がい者と健常者が身近に集える居場所を作ることで、そこが生活の充実を図り生活リズムを整えたり、情報

交換や相談機能の場となり、当事者やその家族の交流会が充実するよう支援します。また、各交流会やイベン

トなど、障がい者の方が気軽に参加できるよう環境に配慮するとともに、サポートする体制を整えます。 

  

コメントの追加 [y36]: 【審議会ご意見】国や県の障害

者福祉に関する動向（法律や方針）を把握し、情報提供

を進めていく（変化に対応するなど）旨を追加してはど

うか。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、左記内容のとおり

修正しました。 

本施策において重要な視点であることから、施策の基本

方針にも同様の記載を追加しました。 

コメントの追加 [y37]: 【対応】各交流会やイベントな

どに障がい者の方が気軽に参加できるように環境に配

慮する、サポートする旨の記載を追加しました。（ノー

マライゼーション） 
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基本施策 4 みんなで支えあう福祉のまちづくり 

1-4-13 地域福祉活動の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

住み慣れた地域で安全で安心して暮らしていけるよう、地域のつながりや絆を最大限に活用

し、地域の福祉力向上を目指します。 

また、ボランティア推進セミナー等を開催しながら、ボランティアに関する機運を高め、組織的

な活動はもとより、個人としても積極的にボランティア活動を行える体制を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 サロン開設数 平成２７年度当初実数 34ヶ所 40ヶ所 

2 ボランティア団体会員数 社会福祉協議会登録団体 15団体 242人 20団体 300 人 

３ サロン参加登録者数 平成２７年度当初登録実数 646人 760 人 
 

✿役割分担 

個人でできること  積極的に、地域活動に参加・参画し交流の輪を広げ、お互いに顔の見える関係

を作る。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域の行事や集会等への参加・参画を呼びかけ、誰もが孤立しないよう取り組

む。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 町民主体で、行政と協働して地域の課題を解決できるように取り組む。 

行政が担うこと  町民と協働して、地域の課題を解決できるように取り組む。 

 

 

 

  

コメントの追加 [y38]: 【審議会ご意見】本施策の記載

内容が的外れではないか、社会福祉協議会に確認してほ

しい。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、社会福祉協議会

に改めて確認し、左記内容のとおり修正しました。 

コメントの追加 [y39]: 【審議会ご意見】主な課題「ボ

ランティア育成」に関連する指標設定をしてはどうか。 

・ボランティア総数に対して研修やトレーニングに参加

した人の割合、その比率を上げるなど。 

・集まるだけではなく、中身が重要。ボランティアを育

成することが課題になっているため、主体的に取り組む

人が増えるほうが良いため、そのような指導、育成が必

要である。 

【ご回答】現状として、各種ボランティア団体において

は、県ボランティア連絡協議会等の主催の研修会等に参

加していただいていますが、町社会福祉協議会としては、

研修会やトレーニング等は開催できておりません。ボラ

ンティア人口の増加やボランティア育成については、喫

緊の課題であるため、審議会でのご意見を踏まえて、事

務事業の中で取組みを進めていきます。 
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✿施策の現況と課題 

家族や地域の希薄化、高齢化が進展する中で、地域福祉の役割は重要度を増しています。これにより、平

成 22年度から助成制度を設けたことで、認知症予防や介護予防などの内容のサロンが大字単位で開設され、

地域住民が主体的にその取組みに関わっています。また、ボランティアの確保については、社会福祉協議会

への登録者数が若干増加していているものの、高齢化が進んでいます。 

＜主な課題＞ 

●民生児童委員に寄せられる相談は多岐にかつ専門的な内容が多くなってきており、それに対応するため、

地域福祉担当職員や社会福祉協議会職員がタイムリーに情報提供できるよう知識の増強が必要です。 

●地域福祉体制の構築は、民生児童委員と情報を共有しながら進めて行くことが必要です。 

●ボランティアの育成については、ボランティアの機運を高めるため町民に対して啓発を行うことや、町民が主

体的に気軽に参加できるボランティア体制整備が必要です。また、社会教育諸学級・町内学校等とボランテ

ィア教育を推進する方策を検討することが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 各種団体との連携を強化し、地域福祉活動を充実します。 

民生児童委員協議会や老人クラブなどの福祉関係団体や地域福祉の支援を行う社会福祉協議会との連携

を強化します。また、ボランティア団体への支援やボランティアに関する機運を高める啓発等を実施します。 

2. 福祉を中心としたネットワークを構築します。 

地域での助け合いや地域福祉力の向上のため、福祉に関する啓発を広報誌等を活用しながら、旧小学校

区において福祉活動を行っている団体やサークル等と連携し地域の課題解決に取り組みます。 

3. 地域の実情に応じて第二次地域福祉計画を策定します。 

総合的な福祉政策を推進するため、地域の現状や町民の意向を反映させた第二次地域福祉計画を策定し

ます。 

  

コメントの追加 [y40]: 【審議会ご意見】地域包括ケア

システムについては、別施策「高齢者福祉の充実」に記

載がある。重複するため、どちらかにまとめてはどうか。 

【対応】地域包括ケアシステムは限定的な表現であるた

め、左記のとおり文言を修正しました。地域福祉体制の

構築のため、民生児童委員と連携して進めていく必要が

あることから、文章としては残しています。 

コメントの追加 [y41]: 【審議会ご意見】現在、大人も

生涯現役でボランティアを実施しているため、表現を見

直す。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり修

正しました。 
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基本施策 4 みんなで支えあう福祉のまちづくり 

1-4-14 社会保障制度の円滑な運営 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

すべての町民が安心して暮らすことができるように、国民健康保険や後期高齢者医療、国民

年金、各種福祉医療制度などのあらゆる社会保障制度の周知や相談業務を充実させ、円滑に

運営します。 

 また、制度への理解が得られるような啓発とともに、医療費等の適正化と保険税（料）等の収納

を強化し、公平で安定した保険財政を構築します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（H27） 目標値（H32） 

1 国民健康保険税の収納率 
現年分・滞納分を合わせた

収納率 
90 .0％ 92 .0％ 

2 特定健康診査受診率 
特定健診を受診した町民の

割合 
45 .0％ 60 .0％ 

3 町民一人あたり医療費 

保険給付費を被保険者で除

した割合（目標値は、直近

10 年の平均増加率 105％

（425,257 円/年）を抑制す

る数値とした） 

322,977 円／年 370,611 円／年 

 

✿役割分担 

個人でできること  年に一度の健診や各がん検診等を受診し、出来るだけ早期に病気を見つけ健康

に備える。 

 各社会保障制度の理解を深める。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 お互いが誘い合い、地域全体で健診等受診のきっかけづくりを進める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 健康づくり・介護予防サポーターが主体となり、地域全体で運動教室や減塩料

理教室等を実施し、町民の健康意識を高める。 

行政が担うこと  健診等のさらなる啓発と受診しやすい環境を作る。 

 公平で安定した保険財政構築のため、より一層、収納を強化する。 

 社会保障制度に関する相談業務を充実し、町民に周知・啓発する。 

 

 

 

 

 

 

コメントの追加 [y42]: 【審議会ご意見】社会保障は最

低限の生活が保障されるためのものであり、貧困層の生

活保障目線での表記の方が良いのではないか。社会保障

は、基本施策４すべてを示すため、「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」など施策

名の見直しを検討する。 

【ご回答】社会保障については、基本施策４全てになり

ます。本施策では、社会保障制度の円滑な運営のため、

国民健康保険制度、年金制度、後期高齢者医療制度など、

各社会保障制度を円滑に運営するため、主に制度の周知

や相談業務を主に記載することとしています。修正前の

記載では、国民健康保険に限定的な中身になっていたた

め、基本方針、主な取組みに必要な修正、追加を行いま

した。 

【修正前：基本方針】「生活習慣病の早期発見・重症化の

予防、健康寿命の延伸と医療費の抑止をはかるために、健

康診査の受診率を向上させ、住民の健康に関する意識の

高揚を図ります。また、後発医薬品の更なる普及啓発、レセ

プト点検の重点化、適正受診の普及啓発などを実施するこ

とで医療費の適正化を実現します。さらに、公平で安定した

保険財政構築の為に、口座振替や納期内納付の推進を実

施し、さらなる収納強化を実施します。」は、主な取組みに

記載することとし、基本方針を左記のとおり修正しました。 

コメントの追加 [y43]: 【審議会ご意見】健康長寿人口

（６５歳以上で病気ではない人の数）の指標はないか。 

【対応】本施策においては、社会保障制度の運営につい

て記載することから、施策名「健康づくり事業の充実」

において、指標の追加を検討しました。しかしながら、

健康長寿人口に関する明確な算式・規定がないため、本

町では、奈良県が採用している健康寿命（平均自立期間）

（※意味：日常的に介護を必要とせず、自立した生活が

できる生存期間）を指標として採用し、目標設定を行い

ました。 
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✿施策の現況と課題 

景気の低迷や高齢者の加入増により、国民健康保険制度の財政状況は厳しくなっています。このような状

況下で、制度の適切な運営に向けて、集団健診と各種がん検診を同時に実施したり、未受診者に再度勧奨し

たりすることで、特定健診の受診率は徐々に増加しています。また、国民健康保険税の収納率は、口座振替

の勧奨などにより高い水準になっています。さらに、後期高齢者医療については、運営主体の広域連合と連

携し、町民にとって身近な窓口として業務を進めています。 

＜主な課題＞ 

●医療費の適正化を図るため、特定健診受診率の向上を含め、健康づくりを重点的に実施していくことが必要

です。 

●健診未受診者対策、健診受診のリピーター増加、新たな健診対象者となる 40歳到達者だけでなく、30歳以

上 40歳未満の若年者に対して受診のきっかけづくりなどの取組みが必要です。また、受診した方の生活見

直しへの働きがけも必要です。 

●保険税収納率を向上させるため、口座振替及び納期内納付の推進が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 収納率向上のための対策を強化します。 

人口減少・高齢化などにより保険税額が減少傾向にあるため、現状の収納率を維持し、公平で安定した保

険財政構築のため、口座振替・納期内納付の推進に努めるなど納税促進に取り組みます。また、悪質な滞納

者に対しては差押えや公売などの滞納処分を実施し、厳正に対処します。 

2. 住民の健康に対する意識を向上します。 

特定健診などの実施により、生活習慣病の早期発見・重症化予防等、健康寿命の延伸と医療費の抑止に

つなげます。また、後発医薬品の更なる普及啓発、レセプト点検の重点化、適正受診の普及啓発などを実施

することで医療費の適正化を図るとともに、特定健診受診率の目標を 60%とし、受診率向上のため、若年者健

診の実施等受診のきっかけづくりに取り組みます。さらに、受診した方が自分の状況を理解し、生活習慣を見

直すための働きかけを積極的に実施します。 

3. 後期高齢者医療制度の適切な運営を促進します。 

 高齢化が進行する中で今後も被保険者の増加が見込まれます。そのため、町民の身近な窓口として、高齢

者が安心して医療にかかれるように、周知等の対応を行います。 

4. 国民年金事業の適切な運営を促進します。 

 国民年金制度は、制度に対する理解不足や少子高齢化による先行き不安などにより、未納が増えていま

す。そこで、国民年金制度の周知徹底や相談業務の強化を図り、老齢基礎年金の受給権が確保されるよう啓

発します。 

 


