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基本施策 5 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

2-5-15 自然環境の保全・保護 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

吉野山や津風呂湖などの水辺環境や、豊かな森林環境を良好な形で守り、年間を通じて自

然に親しむことができる環境を保全するため、環境衛生デー、河川美化事業などの活動を継続

して実施します。また、河川利用者等にマナー向上のＰＲや放置ゴミの減量化を図ります。さら

に、施業放置林解消活動推進事業を推進する一方、木の駅プロジェクトの活動を支援して、森

林環境の改善を行います。 
 

✿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 自然環境の保全活動数 

環境衛生デー・河川美化事

業・吉野川マナーアップキ

ャンペーン・クリーンアッ

プならキャンペーン 

5 回 5 回  

2 水浴場の水質検査の結果 

生活環境課調べ 

（ふん便性大腸菌群数によ

る） 

水質Ａ 水質Ａ 

3 施業放置林解消面積 のべ施業面積 434 ha  700 ha  
 

✿役割分担 

個人でできること  自然を大切にする意識を高めて、豊かな自然環境を維持するため日常清掃を実

施する。 

 森林の保全に努める。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 環境衛生デーには、重点的に日常清掃できない所の清掃活動や吉野川河川敷に

ついても清掃活動を実施し、環境美化に努める。 

 森林に関心を持ち、保全する意識を高める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 春期及び夏期について、「リバーフィールドよしの」の河川環境美化活動や道

路清掃などを実施し、環境保全に取り組む。 

行政が担うこと  年間を通じて臨時職員による吉野川を中心とした町内の清掃を実施し、自然環

境の保全・保護を図る。 

 国、県、流域市町村と連携し、定期的に河川パトロールを実施し河川美化及び

水質汚濁防止の早期発見に努める。 

 森林の保全管理を支援する。 

 

 

 

 

コメントの追加 [y1]: 【文言の追加】施策の方針が、主

に施策の取組みに関する記載となっていたため、左記の

とおり文言を追加しました。 

コメントの追加 [y2]: 【審議会ご意見】「木の駅プロジ

ェクト」は、自然環境保全の取組みか。林業振興、木材

関連産業の振興の各施策にもいれるかどうかを検討す

る。 

【対応】「木の駅プロジェクト」は、林業振興や木材関

連産業とも関連する取組みです。施策「農林漁業の振興」

「木材関連産業の振興」においては、「木のまちプロジ

ェクト」について記載しています。「木の駅プロジェク

ト」は、「木のまちプロジェクト」の取組みの一つとし

て位置づけています。ただし、「木の駅プロジェクト」

は、自然環境保全を主の目的としている取組みであるた

め、同施策において記載しています。 

コメントの追加 [y3]: 【審議会ご意見】リバーフィール

ドよしのに限定することなく、様々な取り組みを記載す

る方向で検討する。 

【対応】リバーフィールドよしのでの河川環境美化活動

が上市区長会連合会という自治会、町内会の範囲を超え

た枠組みでの取組みであることから例示として記載し

ていました。審議会でのご意見を踏まえて、取組み例と

して「リバーフィールドよしの」の記載は残すものの、

「道路清掃など」の文言を追加しました。 

コメントの追加 [y4]: 【審議会ご意見】流域市町村だけ

ではなく、国や県との連携が当然必要であるため、記載

する。 

【修正前】「流域市町村と連携し、～」→【修正後】「国、

県、流域市町村と連携し、～」 

【対応】全ての施策について、国と県との連携は必要と

なりますが、本取組みについては特に強調すべきである

ことから、記載内容を修正しました。 
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✿施策の現況と課題 

吉野川や津風呂湖などの水辺環境や豊かな森林環境を保全するため、地域住民や各種団体（吉野川を守

る会や津風呂ダム環境保全対策協議会を構成する各団体など）が主体となり、清掃活動に取り組んでいます。

また、森林環境を保全するだけではなく、森林が持つ多面的機能を維持するため、木の駅プロジェクトや間伐

などに取り組んでいます。さらに、廃食油からバイオディーゼル燃料（BDF）を精製・利用することで、循環型社

会の形成に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●人口減少や高齢化による参加者減少の対応として、清掃活動方法の工夫が必要です。 

●河川や森林などへの不法投棄を防止するため、環境美化及びマナーについての啓発が必要です。 

●森林組合と連携して、施業放置林解消事業を推進する必要があります。 
 

✿主な取組み 

1.自然環境の保全を進めます。 

環境衛生デー、河川美化活動を継続して実施するために、清掃方法等の改善をします。併せて、河川利用

者に対して、ゴミの持ち帰り等のＰＲ活動を行い、放置ゴミの減量に努めます。また、森林の持つ多面的機能を

維持するため、施業放置林解消推進事業を推進します。さらに、作業道の整備を行い、森林環境の保全に取

り組みます。 

2.自然環境保全に対する意識を醸成します 

吉野川、津風呂ダム等の水質検査を実施して、広報誌での周知やホームページで分かりやすく公表するな

ど、町民の方にも理解しやすいデータを公表し、自然環境保全の重要性に理解を得られるよう努めます。 

3.日常生活から環境負荷の軽減を促進します。 

菜の花プロジェクトによる廃食油からＢＤＦを精製し、燃料として利用することで、リサイクルの必要性をＰＲし

ます。また、町民一人ひとりが、環境を守る意識を持ち、生活排水対策、ゴミの減量化や分別の推進など、日常

生活の中から環境を守る取組みを推進します。 

4. 生活排水対策、公害の未然防止に努めます。 

河川等の水質汚濁による健康被害を防止するため、ゴルフ場や産業廃棄物の最終処分地の下流域などに

おいて、水質検査を定期的に実施し、早期発見・早期対策に努めます。また、廃棄物処分場へ有害物質の持

込みがないように監視体制を維持していきます。 

5.環境美化への意識を高め、不法投棄の防止を推進します。 

不法投棄などのない町を推進するため、環境美化に関するイベントの開催を通して環境美化への意識を高

めます。また、不法投棄防止のために、パトロールの強化を図るとともに不法投棄を発見した場合は関係機関

との連携により処理を行い、不法投棄のできない環境づくりを行います。 

  

コメントの追加 [y5]: 【審議会ご意見】高齢化等により、

地域住民が担えなくなっていくため、公共の力を借りな

ければできなくなっていく。また、町の環境パトロール

を強化していく必要がある。などを具体的な取組みにつ

いて記載を検討すべきする。 

【対応】従来通りの清掃活動方法ではなく、個人や地域

（自治会レベル、自治協議会レベル）、行政との役割分

担のもと進めていく必要があります。よって、清掃活動

方法の工夫を課題として取り上げています。 

課題への具体的な対応については、役割分担、主な取組

みに記載しています。 

コメントの追加 [y6]: 【審議会ご意見】水質検査の結果

（データ）を公表し、可視化する旨の内容を盛り込むな

ど、積極的に可視化して、町民全体に共有する旨を記載

すべきである。 

・具体的な共有方法（範囲、質、方法）について、記載

を検討する。 

【修正前】「～、データを公表し、～」→【修正後】「～、

広報誌での周知やホームページでわかりやすく公表す

るなど、住民の方にも理解しやすいデータを公表し、～」 
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基本施策 5 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

2-5-16 廃棄物の適正な処理 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

吉野三町クリーンセンターに代わる新たな処理施設について、奈良県南部地域の７町村によ

るごみ処理広域化を図るため一部事務組合を設立し、新たなごみ処理施設の建設を進めます。 

また、し尿処理については、平成２７年度に「五條市クリーンオアシス」が完成したことにより、安

定したし尿処理を行っていきます。さらに、全ての町民がごみの排出量抑制と再資源化を推進

し、環境負荷の少ない循環型社会の形成に取り組みます。併せて、家庭ごみと河川等の放置ご

みを一体的に収集し、ごみのないまちを目指します。 
 

✿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 家庭ごみの排出量 
吉野三町クリーンセンター

調べ 
1,793ｔ 1,519ｔ 

2 
年間 1 人当たりのごみの排出

量 

生活環境課調べ 

家庭ごみの総排出量を人口

で除した値 

223 ㎏ 213 ㎏ 

 

✿役割分担 

個人でできること  ごみの排出抑制と再資源化を推進するため、資源ごみの分別や食品廃棄物等の

無駄をなくし、ごみの排出量を減らす。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 地域住民がごみの減量化や分別を徹底するよう啓発する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 環境への負荷を減らすため、ごみの減量化を図り循環型社会を目指す。 

行政が担うこと  南部地域の７町村で構成される奈良県南部地域ごみ処理広域化推進協議会にお

いて、新処理施設の建設に向けて協議を進める。 

 町民に対して、マナーアップについて啓発する。 

 

  

コメントの追加 [y7]: 【審議会ご意見】ごみ処理広域化

は検討中であり、実現できるか現時点では判断できない。

７町村で連携するより、より効率的な方法があるかもし

れない。 

【ご回答】現時点では、広域化を目指して取り組んでい

るため、記載内容は変更しないこととしました。 

コメントの追加 [y8]: 【審議会ご意見】啓発、マナーア

ップについて役割分担に記載する必要がある。 

【対応】住民の皆様にたいして、マナーアップを呼びか

けることは行政の役割であることから、「行政が担うこ

と」に記載しました。 
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✿施策の現況と課題 

平成 27年 3月に「五條市クリーンオアシス」が五條市との共同事業で完成したことで、長期に渡り安定したし

尿処理ができるようになりました。また、既存の「三町村クリーンセンター」が平成 29年 3月に施設の使用期限

が到来することから、平成 25年 11月に近隣 7町村による「奈良県南部地域ごみ処理広域化推進協議会」を発

足し、平成 33年からの稼動を目指した検討を進めています。そのほか、本町では、ごみの減量化・分別、廃食

油回収など町民意識の醸成に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●五條市クリーンオアシス建設に伴う周辺環境整備について、検討が必要です。 

●平成３３年４月から新たなごみ処理施設の稼働を目指すため、平成２８年度に一部事務組合を設立し、適地

条件（土地の規模、立地規制、地元調整）にあった用地選定を行い、生活環境影響調査、基本設計、建設

工事を計画どおり進捗させる必要があります。 
 

✿主な取組み 

1. 新たなごみ処理施設の建設を進めます。  

安定したごみ処理を確保するため、南部地域の７町村（吉野町、大淀町、下市町、川上村、東吉野村、黒滝

村、天川村）による一部事務組合を設立し、新たなごみ処理施設の建設を進めます。 

2. し尿処理場の建設に伴う周辺環境整備の負担について検討を進めます。  

五條市クリーンオアシスの周辺地域から出ている要望内容を精査し負担金について、五條市と協議を進め

ます。 

3. ごみの減量化を促進します。   

家庭から出されるごみ排出量の減量化を図るため、町民と行政が連携し「ごみの発生を抑制する」「再使用

できるものは利用する」「分別を行い再生利用する」を組み合わせた３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推

進します。また、キャンプ等川遊びに来る観光客のマナーアップを図るため、ごみの持ち帰り等の啓発を行い

ます。 

  

コメントの追加 [y9]: 【審議会ご意見】住民負担を軽減

するためのゴミの減量化ではなく、リサイクルの促進に

ついての取り組みを記載する方がよい。 

→ゴミの減量化、資源化を促進するため、住民インセン

ティブを高める取り組みについての記載を検討する。

（マナーアップも含めて） 

→現在、地域によって、業者がゴミを回収しているが、

民間回収業者との連携についても検討する。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、主な取組み３を左

記のとおり修正しました。また、住民インセンティブを

高める取組みや民間回収業者との連携については、事務

事業において参考にさせていただきます。 
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基本施策 5 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

2-5-17 低炭素社会の充実への取り組み 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

地球温暖化問題は、様々な影響を与えている重大な問題であり、地球規模での対策が求めら

れています。そのため、町が率先して温室効果ガスの削減と排出量削減対策に取り組み、関係

者や町民に対して取組みについての啓発を行います。また、公共施設への太陽光発電の導入

を推進するとともに、地域に存在するバイオマス資源の活用を図ります。 
 

✿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 
公共施設への新エネルギー導

入数 

生活環境課調べ 

（吉野小学校太陽光発電、 

ペレットストーブ） 

2 件 5 件 

２ 廃食油の回収量（月平均） 生活環境課調べ 650ℓ 700ℓ 

３ BDF（B5）燃料使用量 
町保有車及び委託運行車両

へ B5 燃料の供給量 
0 10,000ℓ 

 

✿役割分担 

個人でできること  一般家庭での食品残さなどを堆肥化して活用する。 

 菜の花プロジェクトや廃食油の回収に取り組む。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 廃食油の回収等について、町民への啓発及び回収に取り組む。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 耕作放棄地での菜の花プロジェクトなど、バイオマス資源の活用に参加・参画

する。 

行政が担うこと  廃食油を回収しＢＤＦに精製して温室効果ガスの排出量削減を図る。 

 低酸素社会に貢献するため、公共施設への太陽光発電の導入や小水力発電装置

の商品化に取り組む。 
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✿施策の現況と課題 

平成 27年度から公共施設に太陽光発電とペレットストーブの新エネルギー設備を導入しました。また、廃食

油の回収量は年々増加し、回収した廃食油はバイオディーゼル燃料（BDF）に精製し、スマイルバスに使用し

ています。さらに、菜の花プロジェクトは、生産者から菜種を回収し搾油・配布し、使用後は廃食油として回収・

精製した上でバイオディーゼル燃料（BDF）として使用するほか、菜種の搾りカスは肥料として利用しています。 

＜主な課題＞ 

●町民に対して鳥獣被害対策も含めて、菜の花プロジェクトの周知を行う必要があります。 

●BDF燃料については、Ｂ１００からＢ５への移行も踏まえてスマイルバス以外の活用方法を検討する必要があ

ります。 

●小水力発電導入モデル事業においては、これまでの研究成果を踏まえて製品化に向けた試作機を製作し、

実験機の運用を行うとともに試作機の商品化を目指します。 
 

✿主な取組み 

1. 菜の花プロジェクトや廃食油回収を推進します。  

菜の花プロジェクトへの参加者を拡大し、更に大きく活動の輪を広げていきます。また、町民に啓発を行い、

回収した廃食油はＢＤＦに精製し、スマイルバス以外の利活用も図ります。 

2. 公共施設への新エネルギーの導入を推進します。  

自然環境保全や省エネ化を目的として、クリーンエネルギー自動車や小水力発電など、比較的に整備が容

易なものや、太陽光発電については、避難施設としての利用も含めて公共施設への導入を進めるとともに、地

域における新エネルギーの導入についての啓発を行います。 

3. バイオマスタウン構想に基づき地域内のバイオマス資源の有効活用を図ります。   

菜の花プロジェクトや廃食油の回収のほか、し尿や浄化槽汚泥は、五條市クリーンオアシスで肥料化を行い

農地への還元を図ります。また、回収した廃食油は、ＢＤＦ（Ｂ５）に精製し公用車等への利活用を図ります。さら

に、南部地域ごみ処理広域化により、新たに建設される施設でのエネルギー回収について温水等の利用を検

討します。 

4. 小水力発電装置の商品化を目指します。   

持ち運びが可能で高効率な小水力発電装置を開発し商品化により河川や水路における未利用の水力エネ

ルギーを容易に電気に変える仕組みを普及させ、低炭素社会に貢献する新エネルギーのまちとしてＰＲを図り

ます。 

  

コメントの追加 [y10]: 【審議会ご意見】木材は長期的

に炭素を固定化する機能を持っているため、住民が木造

住宅に住むことで低炭素社会に貢献する、住民に周知す

ることで意識の向上を図ることが必要である。省エネ健

康住宅（二重窓など）や木造住宅の促進などを啓発する

ことなどの記載を盛り込むことができないか。 

【対応】木造住宅については、施策「木材関連産業の振

興」に記載しており、今後の事業展開においては、ご意

見を踏まえて進めることとしています。 

コメントの追加 [y11]: 【審議会ご意見】公共施設への

新エネルギーだけでなく、省エネ化についても記載を検

討する。 

【対応】文章の冒頭に「自然環境保全や省エネ化を目的

として、～」を追加し、目的を明確にした記載に修正し

ました。 
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基本施策 6 吉野の魅力を活かした産業の振興 

2-6-18 農林漁業の振興 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

地場産業である林業の活性化を図る為、作業道等の生産基盤の整備を継続的に実施すると

ともに、林業の集約化や効率的な視点で進める「木のまちプロジェクト」の検討を進めます。また、

農業については、新たな特産品の開発や農業生産意欲の高揚とともに農業体験等による活性

化を促進します。さらに、鳥獣被害対策は防護と駆除の両面から取り組みます。 

加えて、漁業は、吉野川と津風呂湖に漁業組合があり、その活動に対して支援し、漁業の活

性化に取り組みます。 
 

✿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 間伐の実施 

まちづくり振興課調べ 

（目標値は、特定間伐等促

進計画により設定） 

392ha 
1,200ha  

（5 年累積値） 

２ 農林産物被害面積 

まちづくり振興課調べ 

（目標値は、吉野町鳥獣被

害防止計画により設定） 

432ha 302ha 

３ 認定農業者数 まちづくり振興課調べ 5 事業者 8 事業者  
 

✿役割分担 

個人でできること   森林の適正な保全に努める。 

  農振環境の維持保全に努める。 

  鳥獣被害対策として放任果樹・農産物残渣を放置しないなど、適切に対処する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 農業に関するイベントなどに参加する。 

 鳥獣被害対策として防除設備の設置に取り組むほか、鳥獣の出没・被害状況を

把握し、関係機関への情報提供を行う。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 積極的に遊休農地活用事業に参加する。 

 農業の担い手育成に努める。 

 農産物のブランド化に向けて取り組む。 

 計画的な鳥獣被害対策を進める。 

行政が担うこと   森林の保全管理を支援する。 

 農業基盤の整備や農地の保全等を図るため、ため池や水路等の農業用施設の改

修支援、有害鳥獣被害対策に努める。 

 遊休農地活用事業の利用者に対して、遊休農地利用開始時に草刈り、耕耘等の

支援を実施する。 

 農林漁業における後継者及び技術者育成を推進する。 

コメントの追加 [y12]: 【審議会ご意見】漁業の活性化、

振興について盛り込むべきではないか。1,000 名以上が

漁業に関わっており、漁業に関しての記載がない。漁業

振興に対する支援や魚産物も観光ブランドであること

から記載を検討すべきである。 

【対応】施策の方針に左記内容の記載を追加しました。

また、本町における漁業については、観光コンテンツと

しての特徴を有することから、施策「魅力あふれる観光

の振興」の主な取組みにおいて、「吉野川や津風呂湖な

どの自然環境、その環境を活かした森林セラピー、釣り体

験などの現在有する観光資源に研きをかけて、巧みに情報

発信することにより、観光力の向上を図ります。」の文言を

追加しました。 

コメントの追加 [y13]: 【審議会ご意見】目標値は累積

値なのか。算式を明確にするなど、補足説明を加える必

要がある。 

【対応】計画期間５年間の累積値である旨を追記しまし

た。 

コメントの追加 [y14]: 【審議会ご意見】奈良県の計画

を踏まえて、整合性をとるべきである。確認してほしい。 

【ご回答】県の計画を踏まえて策定した吉野町鳥獣被害

防止計画により目標数値を設定しています。また、鳥獣

被害対策は、町民と行政の役割分担のもと、対策を講じ

ていく必要があることから、吉野町鳥獣被害防止計画を

踏まえて、それぞれの役割を具体的に記載しました。 

コメントの追加 [y15]: 【審議会ご意見】後継者、技術

者育成について記載する。 

【対応】左記内容を追記しました。 
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✿施策の現況と課題 

森林が持つ多面的な機能を向上させるとともに、地場産業である林業を活性化させるため、森林基盤整備

や林業の集約化を進めているほか、生産基盤の整備を関係団体と連携し進めています。また、漁業について

は、吉野川・津風呂湖各漁協組合に支援を行っています。鳥獣被害対策は、防護柵などの設置による防除と

猟友会による駆除を進めました。さらに、耕作放棄地や遊休農地を有効活用したり、担い手不足を解消したり

するため、関係機関との連携を深めています。 

＜主な課題＞ 

●後継者及び技術者の育成や林道・作業道の整備など、林業基盤の整備とともに、木材利用促進を図ること

が必要です。 

●年々増加する鳥獣被害への対策を講じ、営農意欲を高めることが必要です。 

●商品開発他吉野ブランド農産物の開発を推進し、生産から加工、販売まで行う6次産業の構築も求められて

います。 
 

✿主な取組み 

1. 「木のまちプロジェクト」を推進します。  

森林所有者に対して施業の共同化及び意欲のある林業事業体への森林経営の受委託を促進し、森林経

営計画への取組みを推進します。また、特定間伐等を実施した森林の情報を収集した上で、施業の集約化を

図り、林業生産性の向上・経営の安定化に努めます。さらに、森林経営計画に基づく間伐材供給可能量を把

握し、協定による原木の直送体制の推進を図ります。 

2. 鳥獣被害対策を充実します。  

吉野町鳥獣被害防止計画に基づき、集落の農地を効果的に被害軽減できる防護柵の設置を継続して、被

害防除に努めます。また、捕獲檻と鳥獣被害対策実施体による駆除を行います。加えて、猟友会有害鳥獣捕

獲員の高齢化等を考慮して、新規の狩猟免許取得の推進を継続します。 

3. 生産意欲の向上に繋がる施策を推進します。   

耕作放棄地や遊休農地の増加、担い手不足の解消を目指し、公益財団法人なら担い手農地サポートセン

ターと連携しながら推進します。 

4．新たな農産物の導入促進や販路拡大を図ります。 

 地域の気候、風土を活かした新たな農産物の導入促進や６次産業化を推進するとともに農産物の販

路拡大を図ります。 

  

コメントの追加 [y16]: 【審議会ご意見】技術者育成も

課題となっており、記載内容の見直しが必要である。 

【修正前】「後継者の育成や～」→【修正後】「後継者及

び技術者の育成や～」 

コメントの追加 [y17]: 【審議会ご意見】被害に対して

引き続き支援するという文言を追加してはどうか。 

【ご回答】吉野町鳥獣被害防止計画に基づき、防護柵の

設置を継続すると記載しています。また、同計画におい

て、鳥獣侵入防止柵の整備計画を立てています。 

コメントの追加 [y18]: 【審議会ご意見】鳥獣害対策に

ついて、県の計画では目標値を設定している。６年目に

アンケートを実施し、８０％の住民が鳥獣被害がなくな

ったと感じるまで対策を続けていくとしている。県の計

画を踏まえて、記載内容を検討する。（食との関係、ジ

ビエなども検討） 

【ご回答】県の計画を踏まえて策定した吉野町鳥獣被害

防止計画に基づき、鳥獣の捕獲計画を立てるなど、駆除

を行うこととしています。また、食との関係については、

同計画において「食肉等の利活用を視野に入れ、解体処

理施設や食肉加工施設の建設を検討していく。」ことと

しています。 
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基本施策 6 吉野の魅力を活かした産業の振興 

2-6-19 商工業の振興 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

商工業製品の販路を拡大し、販売額を増加させる能力を有する商工会及び役場の職員の育

成を図ります。それにより、新たな特産品や商品の開発を促すとともに、特産品をはじめとする商

工業製品のインターネット上での情報発信並びに販売や、新たな流通ルート拡大に取り組み、

販売額の増加を図ります。また、国や商工会、金融機関と連携して創業支援に取り組むととも

に、既存事業者には事業拡大や安定的経営のために資金融資制度の拡充を図ります。 
 

✿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 小売業年間商品販売高 

商業統計調査 

（目標値は、H19 年度商業

統計実績程度に設定） 

508,088 千円   

（H19 年度実績） 
510,000 千円 

２ 

ふるさと納税報償品出荷高と公

設ネット販売（GTS）売上高の

合計額 

文化観光交流課調べ 43,000 千円 93,000 千円 

３ 商工業新規創業数 

文化観光交流課調べ 

（吉野町創業支援事業計

画） 

1 件 10 件 

 

✿役割分担 

個人でできること  可能な限り、町内の商店で商品を購入する。 

 新たな商品開発や、時代のニーズにあった商品づくりに努めるとともに、行政

や商工会が行うセミナーなどへの積極的な参加による自己研鑽、並びに行政等

との情報共有を図る。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 地域内のイベント等では、可能な限り地域内の商店等と連携する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域課題を把握し、地域内で必要なサービスを検討する。 

行政が担うこと  商工業者との情報共有に努め、より正確な充実した情報を発信するとともに、

国、県、商工会などと連携して、助成制度などを的確に取り入れ、商工業者支

援を図る。 

 

 

 

 

コメントの追加 [y19]: 【審議会ご意見】表現がわかり

にくいので、修正する。 

【修正前】「行政が関与した起業創業数」→【修正後】

「吉野町創業支援事業計画」 

コメントの追加 [y20]: 【文言追加】役割分担の「個人

でできること」の記載が事業者のみの視点になっていた

ため、文言を追加しました。 

コメントの追加 [y21]: 【審議会ご意見】「国や県などと

連携して」は全ての施策に共通する文言であるが、他施

策全てに盛り込んでいないのはなぜか。 

【ご回答】どの施策についても連携していくという考え

方であるが、特に当該施策では、これまで経済団体であ

る商工会に補助金を出して取り組んできた経緯があり

ます。社会情勢の変化に伴い、行政も一緒になって取り

組んでいく方向に転換してきていることから、特に記載

しています。 
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✿施策の現況と課題 

近年の人口減少や大型店舗の立地などにより、町内の商工業を取り巻く環境は厳しくなっており、商工会加

入者数も年々減少傾向にあります。このような状況のなか、商工業製品をふるさと納税の報償品としたり、自治

体特選ストアに参加したりする事業を進めています。また、インターネットを活用して情報発信するとともに、中

小企業資金融資制度を創設し商工業者の支援に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●商工業商品の都市部への情報発信や特産品紹介など、新たな販路開拓に資する取組みが必要です。 

●商工会の職員や商工業振興に資する役場職員の人材育成を進め、頑張る事業者を積極的に支援できる体

制づくりが必要です。 

●創業支援や商工業者支援のために商工会の活性化を図るとともに、役場に商工業振興に直接関わる部署

を設置し、国や県と連携を密にする取組みが必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 商工業振興に資する人材育成を進めます 。 

商工業振興業務に直接携わる商工会や役場の職員に、商品開発や販路拡大、さらには創業支援、経営支

援に至るまで広範囲にわたる指導助言できるような人材育成を実施し、頑張る商工業者や手漉き和紙に代表

される伝統産業を支援する体制づくりを図ります。また、商工業者自身にも、新たな商品開発や販路拡大に繋

がる研修を実施し、自助による商工業振興に対して支援を図ります。 

2. 商工業製品の販売促進及び情報発信を強化します。  

商工業製品をふるさと納税報償品としての活用や、インターネットを利用した情報発信及び販売を継続強化

します。また、ふるさと納税報償品の品種や新たな特産品情報を充実させるなど、興味を惹く情報を提供する

ことにより、販売額の増加を図ります。さらに、都市部でのプロモーションを定期的に実施し、認知度の向上や

販売促進を図ります。 

3. 創業及び経営の支援をします。   

国や県並びに商工会や金融機関と連携して、創業希望者支援を推進します。併せて、役場等に創業相談

窓口の設置や、セミナーの実施、金融面での支援などで、新たな商工業の創業増加を図るとともに、空き店舗

や空き工場の減少を図ります。また、資金融資制度を継続して充実させることにより、事業拡大や安定的な経

営に対する支援を行い、それに伴う雇用の拡大を図ります。 

  

コメントの追加 [y22]: 【審議会ご意見】役場職員に求

められる能力とは、商工会職員のように事業者に指導で

きるようになるのか。 

【ご回答】商工会のプロのような助言指導をしていく人

材というより、行政職員として広い視野で関与できる人

材を育成する意味です。 

コメントの追加 [y23]: 【審議会ご意見】主な取組みに

和紙に関する記載がない。いずれかの施策に記載するよ

う検討する。 

【対応】左記文言「手漉き和紙に代表される伝統産業」

を追加しました。 

コメントの追加 [y24]: 【審議会ご意見】「国や県などと

連携して」は全ての施策に共通する文言であるが、他施

策全てに盛り込んでいないのはなぜか。 

【ご回答】どの施策についても連携していくという考え

方ですが、特に当該施策では、これまで経済団体である

商工会に補助金を出して取り組んできた経緯がありま

す。社会情勢の変化に伴い、行政も一緒になって取り組

んでいく方向に転換してきていることから、特に記載し

ました。 

コメントの追加 [y25]: 【追加・修正】雇用対策に係る

記載を追加しました。 

【修正前】「～支援を図ります。」→【修正後】「～支援

を行い、それに伴う雇用の拡大を図ります。」 
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基本施策 6 吉野の魅力を活かした産業の振興 

2-6-20 木材関連産業の振興 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

木材・木製品の販路を拡大し、販売額を増加させる能力を有する木材関連の各組合・商工会

及び役場の職員の育成を図ります。そして、育成した人材を活用することにより、観光産業との連

携、消費者ニーズの把握、エンドユーザーへの直接的情報発信並びに販売、さらには新たな流

通ルート拡大などに取り組み、販売額の増加を図ります。また、国や金融機関と連携して創業支

援に取り組むとともに、既存事業者には事業拡大や安定的経営のために資金融資制度の拡充

を図ります。 
 

✿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 木材・木製品出荷額 

工業統計調査 

※現状値は、直近５回（平

成 21～25 年）の平均値 

7,713,560 千円   8,500,000 千円 

2 割り箸生産量 箸組合調査 
（杉）1,470 万膳 

（桧）21,000 万膳 

（杉）1,600 万膳 

（桧）22,500 万膳 

3 木材・木製品製造業創業者数 文化観光交流課調べ 0 件 2 件 
 

✿役割分担 

個人でできること  子育ての環境に木を取り入れる。 

 町内産材を利用した住宅等の建設に努める。 

 事業者は生産効率を高め、生産量の拡大を図るとともに、時代のニーズにあっ

た製品づくりに努める。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 住宅建設等での木材利用に努める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 木材の魅力を発信する。 

行政が担うこと  木との出会いを大切にし、木にふれあい、木に学ぶ取組みを支援する。 

 関係課と連携し、環境整備と情報発信を行う。 

 事業者との情報共有に努め、より正確な充実した情報を発信する。 

 生産の効率化や生産量拡大に関する支援を行う。 

 公共事業はじめあらゆる場面での町内産材の利用を促進する。 

 

  

コメントの追加 [y26]: 【審議会ご意見】「木材・木製品

出荷額」という指標には、集成材は含まれるのか。指標

として適当かどうかを改めて検討する。 

【修正前】算式・出展など「吉野製材工業協同組合の出

荷額」→【修正後】「工業統計調査」 

【対応】工業統計調査では、４人以上の製造業事業所を

対象とした統計調査であり、製材、集成材、製箸など全

ての木材関連製造業の振興を計ることができる指標で

あり、修正しました。目標値は、吉野町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略と整合性をとっています。 

コメントの追加 [y27]: 【審議会ご意見】木材関連産業

である割り箸について指標設定すべきである。 

【対応】「割り箸生産量」を追加しました。目標値は、

吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略と整合性をとっ

ています。 

コメントの追加 [y28]: 【審議会ご意見】町内産材の定

義〔「ブランド価値（町内産材）」なのか、「経済波及効

果（町内製材）」なのか〕を明確にし、具体的な取組み

の検討が必要である。 

【対応】吉野町民がてかげたものすべてを町内産材と定

義しています。総合計画においては、林業（生産）につ

いては、施策名「農林漁業の振興」で取り上げ、製材（製

造）については、本施策「木材関連産業の振興」で記載

しています。 
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✿施策の現況と課題 

吉野町内で生産あるいは製造された木材需要の拡大や町内木材関連産業の活性化を図るため、吉野産材

を使用した生活環境の整備に対する支援を行っています。また、林業・製材業の活性化や木材の利用促進の

ため、「木のまちプロジェクト」を推進するなど、木材の良さについても、町民や町外の方に知ってもらう啓発を

続けています。 

＜主な課題＞ 

●木材・木製品の都市部への情報発信や新たな販路開拓に資する取組みが必要です。 

●木材関連の各組合や商工会の職員、さらには木材関連産業振興に資する役場職員の人材育成が急務あ

り、育成した人材を活用して、頑張る事業者を積極的に支援できる体制づくりが必要です。 

●創業支援や事業者支援のために製材組合や商工会の活性化を図るとともに、役場に木材関連産業振興に

直接関わる部署を設置し、国や県と連携を密にする取組みが必要です。 

●良質な吉野材を活用した住宅等の建設・改修を誘導するための方策を検討するとともに、公共施設等への

活用によるＰＲを進めるなど、地場産業の育成につながる取組みが必要です。 

●子育ての環境に木を取り入れ、木との出会いを大切にし、木にふれあい、木に学ぶ取組みを推進し、林業

や木工業の活性化と木育の推進が必要です。 
 

✿主な取組み 

1.木材関連産業振興に資する人材を育成します。 

木材関連産業振興業務に直接携わる木材関連の各組合や商工会・役場の職員に、情報発信や販路拡大、

さらには創業支援、経営支援に至るまで広範囲にわたる指導助言できるような人材育成を実施し、頑張る木材

関連事業者を支援する体制づくりを図ります。また、木材関連事業者自身にも、新たな商品開発や販路拡大

に繋がる研修を実施し、自助による木材関連産業振興に対して支援を図ります。 

2.「木のまちプロジェクト」を推進します。 

貯木地域を拠点とした人材育成とブランド力向上の取組みを支援します。また、暮らしに木を取り入れること

により、木の文化を伝え、環境を守り、経済を活性化させる取組みを推進します。さらに、教育・研究・制作の拠

点となる場を整備して、吉野材の魅力を発信するとともに、公共施設の木質化や生活に密着した木のある暮ら

しを推進します。 

3.創業及び経営の支援を行います。 

国や県並びに商工会や金融機関と連携して、創業希望者支援を推進します。併せて、役場等に創業相談

窓口の設置や、セミナーの実施、金融面での支援などで、新たな商工業の創業増加を図るとともに、空き店舗

や空き工場の減少を図ります。また、資金融資制度を継続して充実させることにより、事業拡大や安定的な経

営に対する支援を行い、それに伴う雇用の拡大を図ります。 

 

 

コメントの追加 [y29]: 【審議会ご意見】製箸組合を盛

り込むか、製材組合とあわせて木材関連の組合とするか、

検討する。 

【修正前】「～携わる製材組合・商工会や役場の職員に

～」→【修正後】「～携わる木材関連の各組合や商工会・

役場の職員に～」 

【対応】「施策の方針」「施策の主な課題」についても同

様の記載としています。 

コメントの追加 [y30]: 【追加・修正】雇用対策に係る

記載を追加しました。 

【修正前】「～支援を図ります。」→【修正後】「～支援

を行い、それに伴う雇用の拡大を図ります。」 
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基本施策 6 吉野の魅力を活かした産業の振興 

2-6-21 魅力あふれる観光の振興 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

戦略的観光振興計画を策定して、世界遺産に登録された吉野山をはじめとする豊かな自然や

歴史・文化を活用するとともに、新たな観光資源を発掘し、魅力あふれる観光地づくりを推進しま

す。それにより、通年型、滞在型、着地型の観光地づくりを進め、国際化にも対応できる整備を

図ります。また、町民が本町の魅力を再認識して、ふるさと吉野に誇りを持つとともに、観光客を

おもてなしの心で迎えることができる地域づくりの取組みを進めます。 
 

✿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 観光入り込み客数 文化観光交流課調べ  1,145 千人  1,500 千人  
 

✿役割分担 

個人でできること  地元の観光資源に対する知識、認識を深め、おもてなしの心をもって観光客に

接するように努める。 

 観光関連事業者は、常に新たな商品開発を心掛けるとともに、同業者間での連

携を深めるように努める。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域全体でおもてなしの心を情勢する。 

 地域住民が観光客にもにこやかに挨拶を交わすように心掛ける。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域全体でおもてなしの心を情勢する。 

 景観や環境を保全するための住民間のルールづくりを話し合う。 

行政が担うこと  観光情報の発信やトイレなどの観光施設の充実に取り組む。 

 新たな観光資源の発掘を支援するとともに、他市町村との連携による広域的な

観光振興に取り組む。 

 

  

コメントの追加 [y31]: 【審議会ご意見】世界遺産、日

本遺産について、記載が必要である。 

【対応】世界遺産については、左記のとおり追記しまし

た。日本遺産について、現在進行中の中身であることか

ら、施策の方針においては明確な記載はしておりません。 

コメントの追加 [y32]: 【審議会ご意見】こんなことま

で区長などにやらせるのかという反感を呼ばないよう

な書きぶりにすべきである。表現について、改める必要

がある。 

【修正前】「～心掛けるよう運動を推進する。」→【修正

後】「～心掛ける。」 

【対応】「地域全体でおもてなしの心を情勢する。」を追

加しました。 
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✿施策の現況と課題 

本町には世界遺産に登録された吉野山のほか、吉野川、津風呂湖などの自然や歴史的遺産にも恵まれて

おり、観光資源が豊富にあり、観光客は年間 110万人を超えています。しかし、本町を訪れる観光客の多くは、

観桜期に集中し、日帰りの観光客が中心になっています。そこで、年間を通じた滞在型観光に転換するため、

吉野ビジターズビューローや民間企業と連携し、新たな観光資源の開発や広域観光に取り組むとともに、情報

発信にも取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●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望んでいるかを把握したうえで

中期の観光振興計画を立案する必要があります。 

●首都圏をはじめとする大都市圏での継続的な情報発信活動や、国際化への早急な取組みが必要です。 

●地域住民が観光資源への知識・認識を深めるとともに、おもてなしの心の醸成が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 戦略的観光振興計画を立案します。 

単年度の事業計画だけではなく、中長期的な計画を立案して、戦略的な観光振興を図る必要があります。

そこで、地域住民、観光客や観光事業者のニーズを正確に把握するために調査などを実施し、戦略的観光振

興計画の立案に取り組みます。 

2. 吉野ブランドの国内外への情報発信と販売力の強化を図ります。 

本町が持つ精神性や伝統文化、歴史、それらに基づいて作り出された木材加工商品、葛や柿の葉寿司に

代表される地場食品などの他地域にはない地域ブランドを、より洗練された情報として首都圏を始め、国内外

に対して発信する取組みを行うとともに、販売力の強化に取り組み、販売高の向上を図ります。 

3. 外国人観光客受け入れ体制を強化します。  

東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、全国的に外国人観光客が増加することが明らかである状況下

において、サインや各施設のパンフレットをはじめ、あらゆる掲示物に外国語表記をつけることは急務です。加

えて、観光事業者をはじめ地域住民の外国人対応能力の向上に取り組み、外国人が安心して来訪できる観光

地を目指します。 

4. 新たな観光資源を開発し、観光力の強化を目指します。 

本町には、魅力ある多くの寺社や素晴らしい景観、逞しい生活文化があり、日常ではその魅力を感じ得ない

ものを観光資源として掘り起こすとともに、吉野特有の食のほか、山林や吉野川、津風呂湖などの自然環境、

その環境を活かした森林セラピー、釣り体験などの観光資源に研きをかけて、情報発信することにより、観光力

の向上を図ります。また、吉野運動公園を拠点として観光イベントなどを開催、誘致することにより、交流人口の

増加を図ります。さらに、これらの観光資源を情報発信先毎に効果的にプロモーション活動を行います。 

 

 

コメントの追加 [y33]: 表現を修正しました。 

【修正前】「単年度の事業計画だけではなく、中長期的

な計画を立案して、戦略的な観光振興を図る必要があり

ます。計画立案に当たっては観光客のニーズ調査や、観

光事業者や地域住民が何を求めているかの調査が必要

です。」との課題を表す表現であったため、見直しを行

いました。 

コメントの追加 [y34]: 【審議会ご意見】「自然の中で釣

りを楽しむ」「森林セラピー」など、小ささものでも観

光になるものがある。文章を見直す。「遠くまで見える

夜景」の表現がわかりづらいので、表現を見直すべきで

ある。 

【対応】文章を全面的に修正しました。今までスポット

があたっていない観光資源の掘り起こし、既存の観光コ

ンテンツ（食、吉野川や津風呂湖などの環境、環境を活

かした森林セラピーや釣り体験、吉野運動公園を核とし

た観光イベントの誘致）の活用という文章構成としまし

た。また、それらを効果的にプロモーションしていくこ

ととしています。 
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5. 広域観光を推進します。 

近隣市町村の魅力ある観光資源を共同で情報発信することにより、入り込み客を増加させ、地域全体の活

性化を目指します。これに伴い、本町にある宿泊施設を活用する滞在型観光の振興を目指し、当地方ならで

はの新たな旅行商品を開発して着地型観光の振興を目指します。 
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基本施策 7 地域資源を活かした観光・交流の促進 

2-7-22 地域間交流と定住の促進 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

子育て、福祉、自然環境などの魅力を向上させ、定住促進に努めるとともに、「移住定住促進

支援センター」や「奥大和移住・定住連携協議会」をとおして吉野町の子育て支援策を広く広報

し、空き家バンクや定住促進住宅の建設により子育て世代の移住促進を図ります。併せて、「移

住定住促進支援センター」と協力して、地域が必要とする商店等の空き店舗での事業展開を応

援します。 

また、起業支援制度や制度融資制度の充実を通して地域経済の活性化と働く場の確保を図

り、起業者等の誘致に努め、子育て世代が暮らしやすい魅力と包容力のあるやさしいまちをつく

ります。 
 

✿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 空き家バンク物件登録件数 

協働推進課調べ  

（平成 21 年度からの累積

値） 

32 件 92 件 

2 

空き家バンクの成約件数に占

める 18 歳未満の子供を含む

世帯の割合 

協働推進課調べ 

（平成 21 年度からの累積

値） 

3/14=21.4％ 15/30=50.0％ 

３ 
移住者の起業支援制度の活用

件数（延べ） 
協働推進課調べ 0 件 3 件  

 

✿役割分担 

個人でできること  個人が所有する住宅や空き家の景観を整備する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 移住者を受け入れるための体制を整備する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域全体の景観整備及び移住者が地域にとけ込めやすい環境を作るための交流

会などを実施する。 

行政が担うこと  情報発信や移住希望者の受付窓口の一元化等を図る。 

 住宅建築やリフォームなどのハード整備に係る制度を充実する。 

 

 

 

 

 

コメントの追加 [y35]: 【審議会ご意見】地域の方が今

後も住んでいけるように子育て強化、福祉、高齢者対策

など、魅力があるから移住したくなるというのが先に必

要ではないか。いきなり、各論に入っている。 

【対応】定住については、全施策共通の目的であるため、

本施策において記載をしていませんでした。審議会での

ご指摘を踏まえて、左記の文言を冒頭に追加しました。

また、主な取組みに追記しました。 

コメントの追加 [y36]: 【審議会ご意見】魅力と包容力

のあるやさしいまちをつくるという記載を検討する。 

【修正前】「～、子育て世代が暮らしやすい町を実現し

ます。」→【修正後】「～、子育て世代が暮らしやすい魅

力と包容力のあるやさしいまちをつくります。」 
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✿施策の現況と課題 

平成 21年度から開始した「空き家バンク」の取組みを強化するため、平成 27年度に「空き家実態調査」を実

施し、5 百数十戸の空き家があることが把握できました。また、成約件数を増加させるため「移住定住促進支援

センター」を運営するNPOと協力し、移住・定住の促進を行っています。さらに、移住情報を提供する冊子を作

成し、東京などのイベント時に配布するなど、情報発信も積極的に進めています。 

＜主な課題＞ 

●空き家バンクへの空き家の登録数が伸び悩んでおり、町内にある空き家を有効活用できていないため、空き

家の所有者に活用を啓発し、空き家バンクへの登録数を増やし、活用していく必要があります。 

●平成 27年度に上市地内に開設された「移住定住促進支援センター」を運営する NPO と協力し成約件数を

増やし、町内への移住・定住を促進する必要があります。 

●空き家調査の結果から、定住促進住宅は一定の需要があることが把握できたため、定住促進住宅の建設に

ついて検討が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 空き家バンク制度を充実します。 

空き家調査の結果を活かし、空き家所有者への空き家バンク登録の働きかけを地域おこし協力隊員や空き

家コンシェルジュと協力して実施し、「移住定住促進支援センター」を核として空き家バンクへの登録数の増加

と成約件数の増加につなげていきます。また、空き家バンクの情報の提供方法の拡充も進めていきます。 

2. 起業者支援による移住定住者を確保します。 

移住者を含めた起業を計画する人に対して、空き家バンクをとおしての物件の紹介や起業のためのイニシャ

ルコストに対して補助金を交付することで、移住や定住の促進につなげていきます。 

3. 定住促進住宅の整備により定住者を確保します。 

子育て世代の移住定住を促進するため、入居者を子育て世代に限定した町営住宅の建設を継続して進め

ます。また、子育て環境に恵まれた用地の確保を進めることにより、毎年、継続的に移住定住者を増加させま

す。 

4. 「吉野の暮らし」の情報発信を充実します。 

桜、林業等に関する情報発信だけではなく、深く吉野を知ってもらい定住・移住に強く関心を持ってもらうた

め「吉野の暮らし」の情報発信を行います。また、移住希望者が吉野の暮らしを体験できるように移住体験施設

等を整備するとともに、民泊体験や定住移住体験ツアーを実施するなど、吉野の魅力を体感できる取組みを

推進します。 

 

コメントの追加 [y37]: 文言を訂正しました。 

コメントの追加 [y38]: 【審議会ご意見】空き家コンシ

ェルジュとの連携は将来的に継続するのか。 

【ご回答】取り組みを始めたところであり、効果を検証

しながら進めていきます。 


