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政策 3 安全安心で快適なまちづくり 
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基本施策 8 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

3-8-23 地域防災力の向上 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

「吉野町地域防災計画」に基づき、地震や台風などの自然災害時における応急体制や災害

時要援護者対策を構築するため、区・町内会・自治会や地域自主防災組織とのつながりを強化

し、自主的な防災活動を推進します。 

また、町民に正確な情報を的確に伝達できるよう、伝達手段の拡充と安全性の向上に努めると

同時に、災害に即時に対応できるよう町の初動体制、備蓄、医療を充実させます。さらに、関係

機関や他市町村との連携を強化するとともに、災害支援の受け入れ体制の整備や地域の事業

所との災害協定の締結など、地域一体となった防災協力体制の構築を進め、安心して暮らせる

町を実現します。 
 

✿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 自主防災組織の訓練実施割合 総務課調べ 31.25 ％ 100.00 ％ 

2 町総合訓練の実施 総務課調べ 0 回 1 回以上 

3 地区防災計画策定率 総務課調べ 0 ％ 100 ％  

 

✿役割分担 

個人でできること  学習会・訓練などに積極的に参加し、防災に関する正しい知識を身につける。 

 非常持出・非常備蓄品を準備する。 

 家具の転倒防止策に取り組む。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域を自ら守るため、すべての地域住民が防災に関心を持ち、情報を共有する。 

 地区防災計画を策定する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 広域避難所レベルでの避難訓練などを実施する。 

行政が担うこと  吉野町地域防災計画や関係法令等の理解を深め、高水準の防災知識と技術を習

得し、町民の生命と財産を守るための体制整備や支援方法、情報伝達方法を構

築する。 

 地域防災力を向上させるため、各地域での活動を支援する。 

 

  

コメントの追加 [y1]: 【審議会ご意見】地域により発生

する災害が異なるため、地域毎に訓練を実施する方が良

いと考えられる。「町内会・自治会単位での訓練実施割

合」を指標としてはどうか。また、時間帯（昼・夜）や

季節（夏・冬）によって状況が異なるため、年４回程度

実施すべきではないか。 

【対応】町内会・自治会と同程度の単位で自主防災組織

があります。また、町内会よりも広範囲で災害に対応す

る地域もあるため、指標名は変更しないこととしていま

す。ただし、目標値は、全地域で実施されるべきことで

あることから、100％に見直しを行いました。 

コメントの追加 [y2]: 【審議会ご意見】目標値を夏・冬

の２回に設定すべきではないか。 

【対応】これまでに２回のみの実施に留まっており、当

面の目標を年１回以上必ず実施していくことと設定し

ています。 

コメントの追加 [y3]: 【審議会ご意見】主な課題に対応

した「地区防災計画策定率」に変更し、目標値を 100％

に設定すべき。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、「地区防災計画

策定率」に変更し、目標値を 100％に設定しました。 

コメントの追加 [y4]: 【審議会ご意見】防災訓練などに

積極的に参加する旨を追加する。 

【修正前】「～に参加し、」→【修正後】「～に積極的に

参加し、」 

コメントの追加 [y5]: 【審議会ご意見】情報共有の機会

提供は主体が誰かわからないため、「～情報を共有する。」

として主体が地域であることを表現してはどうか。 

【修正前】「～情報共有する機会（学習・防災訓練など）

を提供する。」→【修正後】「～情報を共有する。」 

コメントの追加 [y6]: 【審議会ご意見】地区防災計画を

策定することを地域でできることに追加すべき。 

【対応】審議会でのご意見のとおり、「地区防災計画を

策定する。」を追加しました。 
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✿施策の現況と課題 

「吉野町地域防災計画」に基づいて、災害による被害を軽減化するだけではなく、災害予防対策を強化し、

災害に強いまちづくりを目指します。そのため、町では、自主防災組織の活動を支援するとともに、防災マップ

づくりを通じて、町民に地域を知ってもらうことにより、地域における防災力の向上に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●町民が地域を知ることの重要性を自主防災組織に投げかけ、地区防災計画の作成を進める必要がありま

す。 

●災害発生時に避難者がとるべき行動の指針を策定することが必要です。 

●高齢化が進展する中で、要援護者に対する支援を実施するため、情報の一元化が必要です。 

●命を守る行動をとるため、正しい情報を提供できるよう防災情報の伝達手段の確立が必要です。 
 

✿主な取組み 

1.地域の防災力を向上します。 

地域住民による防災訓練の実施を促進します。また、地域自主防災組織・消防団・地域事業所等が連携し

た訓練を実施することにより、災害発生時の対応技術と知識の習得を図ります。また、地域における初動体制

の確立と連絡体制の整備を充実させ、要援護者支援について地域で情報共有することで、その対策を強化し

ます。 

2.防災意識の向上を促進します。 

地域における防災意識の向上を図るため、地域での防災訓練や防災学習を支援するとともに、災害発生時

に実働可能な組織づくりを推進します。また、大規模化・深刻化する災害に対応するため、防災に関する正し

い知識の習得ができるよう防災講演会などを実施します。 

3.地区防災計画を推進します。 

「吉野町地域防災計画」に基づき避難情報発令基準、避難所の位置付け、避難ルートの確保などについて、

町民に周知を行うことを目的として、地域防災マップの作成を進めます。併せて、地域防災マップの作成を通

して、地域を見直すことで防災資源と危険箇所などの把握を行い、町民間の情報共有を図り、地区防災計画

の作成に取り組みます。 

4.総合防災訓練を実施します。 

消防・警察・事業所などの関係機関と連携し、防災訓練を充実させ、防災体制を強化します。また、大規模

災害や広域的な災害にも実情に即した対応ができるように、近隣自治体等との連携による体制づくりに取り組

みます。 

 

  

コメントの追加 [y7]: 文言の修正。 

【修正前】「地域防災計画」→【修正後】「地区防災計画」 
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基本施策 8 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

3-8-24 消防・救急体制の充実 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

町民の生命や財産を守る地域消防力の向上のため、消防団員の確保や消防施設、消防資機

材の整備に努め、消防体制の充実を図ります。また、火災をはじめさまざまな災害や事故に迅速

に対応できるよう消防体制や設備を充実し、消防団員の技術力向上を図ります。さらに、町民に

向け火災予防の啓発や応急手当などの普及を進め、地域ぐるみでの消防・救急体制を充実し、

安心・安全な町を実現します。 
 

✿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 
年間出火件数 

奈良県広域消防組合の聞

き取り結果 
10 件 0 件  

2 
救急救命講習の受講者数 

（年間講習実施回数） 

奈良県広域消防組合の聞

き取り結果（対象：町民

及び町内事業所従業員） 

509 人 

（24 回） 

720 人 

（36 回） 

3 
消防技術や救命技術向上のた

めの研修会への参加者数 

総務課調べ 

（参加した消防団員の

数） 

6 人 100 人 

 

✿役割分担 

個人でできること  火を取り扱う際には細心の注意を払う。 

 消防・救急の出動要請を的確かつ適正に行うための訓練を実施する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 消防団の必要性を理解し、地域で団員確保に努める。 

 消防団との連携による訓練などを実施する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域における消防水利（消火栓、防火水槽、消防道）の位置の確認や点検を行

い、地域間の応援態勢を確立する。 

行政が担うこと  組織・消防水利などの整備に努め、適正に運営できるよう支援する。 

 近隣町村との連携協議など支援体制を整備する。 

 

  

コメントの追加 [y8]: 【審議会ご意見】主な課題にある

「消防団の組織は・・・」と「消防団員の高齢化が・・・」

を踏まえて、「消防団員の充足率」を具体的な目標指標

としてはどうか。目標値は 100％。 

【対応】消防団員の充足率は、適宜条例改正を行い、常

に 100％となっています。消防団員の高齢化の課題に対

しては、主な取組みに記載しています。 

コメントの追加 [y9]: 【審議会ご意見】指標「救急車現

場到着時間」は削除すべきではないか。目標を達成する

ためには、救急車を増やすや安易に救急車を使用しない

ように啓発するなどが考えられるが、取組みとしては厳

しい。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、指標を削除しま

す。 

コメントの追加 [y10]: 【審議会ご意見】救命救急の向

上（質的レベルの向上）を目指し、また、消防団員に限

らず、町民全体に必要とされるものであることから、「救

命救急ができる町民の割合」「ＡＥＤを使用することが

できる町民の割合」などを指標として検討する。 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記指標を追加

しました。 

コメントの追加 [y11]: 【審議会ご意見】消防水利など

の整備に努める旨の記載が必要ではないか。 

【修正前】「組織・設備などの整備に努め～」→【修正

後】「組織、消防水利などの整備に努め、～」 
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✿施策の現況と課題 

町民の安全・安心を確保するため、本町の消防･救急体制は、吉野広域行政組合消防本部が奈良県広域

消防組合に統合されたことにより、県下統一の通信システム等の環境のもとで維持されています。さらに、非常

備消防（消防団）については、消防団員の確保と組織力の強化のため、消防団の統合を進めています。 

＜主な課題＞ 

●消防設備・消防車両の老朽化への対策（消防設備などの適正な管理と更新を行うために管理更新計画の

策定など）が必要です。 

●消防団の組織は、地域の実情を考慮しながら再編に取り組んでいますが、組織力・消防力を向上させるた

め、継続した取組みが必要です。 

●消防団員の高齢化が進んでいるため、吉野町消防団の適正団員数の明確化と新規団員の確保が必要で

す。 
 

✿主な取組み 

1.消防力を向上します。 

消防署施設の統合による機能集約を通して、初動体制の強化を図り、消防力の向上に取り組みます。また、

地域の防災力を担う消防団活動を充実させるため、消防団の必要性を周知し、消防団員の確保に努めます。

さらに、ポンプ積載車や消火栓、防火水槽、消防道などの消防施設を計画的に整備・更新します。 
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基本施策 8 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

3-8-25 交通安全・防犯対策の推進 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

犯罪や事故のない地域社会をつくることは、全ての町民が安全で快適な暮らしをするために

極めて重要であり、一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない安全な地域づくりを推進する

とともに、交通安全施設についても計画的に整備を進めます。また、町民が防犯意識を高め、防

犯パトロールや見守り強化など地域ぐるみでの取組みを推進し、子どもや高齢者を悪質な犯罪・

事故から守ります。 
 

✿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 街頭交通安全指導 交通安全協会、交通安全母

の会聞き取り結果 

64 回 100 回 

2 交通事故件数（人身事故） 吉野警察聞き取り結果 20 件 18 件 

3 刑法犯認知件数 吉野警察聞き取り結果 51 件 45 件 
 

✿役割分担 

個人でできること  防犯等の研修に積極的に参加する。 

 路上・歩道・空き地などに駐車・駐輪をしない。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 安全・安心な地域コミュニティの形成に努める。 

 地域での声かけ、挨拶運動に取り組む。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域の安全確保のため、道路などの危険箇所を把握し、適正な対応を要望する。 

行政が担うこと  吉野地区交通対策協議会や警察、交通安全協会、交通安全母の会などの関係機

関と連携し啓発活動を行う。 

 防犯施設の整備支援を行い、犯罪被害の抑止に取り組む。 

 

 

  

コメントの追加 [y12]: 【審議会ご意見】 

・設定指標は、ベーシックなものであるが、主な課題の

記載内容を踏まえて予防活動に関する指標設定をすべ

きではないか。 

・「子どもを対象とした交通安全対策講座実施回数」「子

ども（高齢者）を対象とした交通安全対策講座受講率（延

べ）」「防犯協議会による啓発活動回数」など。 

【ご回答】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり

指標を追加しました。 
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✿施策の現況と課題 

町民が安心して暮らせる安全な地域づくりのため、吉野地区交通対策協議会や警察、交通安全協会、交通

安全母の会などの関連機関と連携し、街頭啓発や交通安全教室、交通安全運動（春と秋の年 2 回）などを実

施しています。また、犯罪を未然に防ぐため、防犯灯の設置や CVYや広報誌などの様々な媒体を活用した防

犯意識を醸成する啓発活動に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●高齢化に伴い、増加する高齢者ドライバーに対する安全運転指導や、交通事故被害に遭いやすい子ども

に対する啓発や指導が必要です。 

●警察や吉野地域防犯協議会などの関係機関との連携による啓発活動や、防犯パトロールでの巡回などの

取組みを推進する必要があります。 
 

✿主な取組み  

1.交通安全施設の整備を推進します。 

カーブミラーや防護柵など交通安全施設の整備は、自治会等から要望を聞きながら危険箇所に設置すると

ともに、既存施設の補修を行います。また、歩行者や自転車の安全な通行を確保する為に、ｿﾞｰﾝ内における

走行速度や通り抜けを抑制する、ｿﾞｰﾝ 30を関係機関と連携を図り推進します。 

2．交通安全啓発活動を推進します。 

 吉野地区交通対策協議会や警察、交通安全協会、交通安全母の会などの関係機関との連携により、

街頭啓発や交通安全教室、春と秋の交通安全運動の推進、子どもの登下校時の安全対策や高齢者に対

する交通安全指導を推進し、交通事故のない安全なまちづくりを進めます。 

3．防犯対策を推進します。 

 犯罪を未然に防ぐため、自治会等の要望に基づく防犯灯の設置を行うとともに、CVY や広報誌、告

知放送などにより防犯関連情報を提供して注意を喚起し、防犯意識を高めるための啓発活動を推進し

ます。 

 

  

コメントの追加 [y13]: 【審議会ご意見】高齢者ドライ

バーは、加害者にもなり得るため、文章を見直す必要が

ある。 

【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。 

コメントの追加 [y14]: 【審議会ご意見】主な課題「高

齢化に伴い高齢者ドライバーが増加することから、高齢

者や交通事故被害に遭いやすい子どもに対する啓発や

指導が必要です。」に対して、高齢者は加害者にも被害

者にもなる可能性があることから、高齢ドライバーを指

導するなどの取組みを追加するべきではないか。 

【対応】審議会でのご意見のとおり、左記文言を追加し

ました。 
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基本施策 8 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

3-8-26 安全で快適な道路・河川の整備 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

日常生活に密着している生活道路については、安全点検・道路改修・維持管理を適正に実施

します。また、橋梁については、現況を調査した上で、今後の改修の優先順位や改修方法を定

める橋梁長寿命化計画の見直しを行い、改修を実施します。加えて、国道・県道においては、整

備や危険箇所の改修要望などを関係機関に働きかけるとともに、地域間交流促進や経済基盤の

発展に繋がる高規格道路についても、早期実現に向けて関係機関に要望活動を継続します。 
 

✿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 

橋梁長寿命化計画策定に係る

橋梁調査率 

まちづくり振興課調べ 

（町内橋梁 190 橋のうち、

調査が完了した橋梁の割

合） 

35.3 ％ 100 ％ 

2 

長寿命化を図る橋梁数 

まちづくり振興課調べ 

（町内橋梁 190 橋のうち、

整備が必要な橋梁数） 

54 橋 
長寿命化修繕計画策

定後に目標を設定 

3 

橋梁長寿命化計画に基づく 

整備率 

まちづくり振興課調べ 

（長寿命化計画を図る橋梁

数のうち、整備が完了した

橋梁の割合） 

5.6 ％ 
長寿命化修繕計画策

定後に目標を設定 

 

✿役割分担 

個人でできること  整備事業が円滑に推進するよう協力する。 

 道路（歩道を含む）に隣接する個人所有地の生垣の管理や除草作業等を適切に

行うとともに、周辺道路の清掃・除草活動を主体的に行う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域での活動として草刈等、維持管理に努める。 

 危険箇所があれば、道路管理者に情報提供を行う。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 道路整備に協力し、道路の適切な利用を促進する。 

 地域の生活道路を自分たちでチェックする体制を整える。 

行政が担うこと   計画的な整備を行い、安全に移動できるよう管理する。 

 

  

コメントの追加 [y15]: 【審議会ご意見】道路に関する

指標設定が必要ではないか。「整備済み町道のうちアド

プト契約済数」など。 

国道や県道を含めて、町道は道路アドプト契約を自治協

議会と締結することで、自分たちの生活道路を自分たち

でチェックする体制を整えていくべきである。 

【対応】審議会のご意見を踏まえて、役割分担（地域で

できること）に追記しました。地域とのアドプト契約に

ついては、今後事務事業の中で検討を進めていきます。 

コメントの追加 [y16]: 【審議会ご意見】「長寿命化計画

を図る橋梁数」という絶対値ではなく、「調査・整備率」

を指標とするべきではないか。（緊急性が高いものは速

やかに整備すべきであるが、今後２～３年余裕があるも

のは計画的に整備していくべきである。） 

【対応】審議会でのご意見を踏まえて、左記のとおり指

標を修正しました。なお、「長寿命化を図る橋梁数」に

ついては、明確に数量を把握するため、絶対値を指標と

しています。また、「長寿命化を図る橋梁数」に対して、

整備が完了した割合を確認するため、「橋梁長寿命化計

画に基づく整備率」を指標に追加しました。 

コメントの追加 [y17]: 【審議会ご意見】地域でできる

ことの役割に「地域の生活道路を自分たちでチェックす

る体制を整える。」を追加する。 

【対応】審議会でのご意見のとおり、左記文言を追加し

ました。 
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✿施策の現況と課題 

道路や橋梁、河川などは、日常生活の利便性だけではなく、自然災害時の輸送や避難に備え、適切に管

理する必要があります。町では、道路及び付帯施設は安全点検などを行い、橋梁は長寿命化修繕計画に基

づいて、日常生活において危険が及ぶ可能性がある箇所から補修・補強を進めています。また、河川は、護

岸の整備や堆積土砂の撤去などの維持管理を進めています。 

＜主な課題＞ 

●道路は、日常生活の利便性向上はもとより、地域間交流や災害時の救援物資の輸送・避難路として重要な

役割を担っており、適正な維持管理が求められています。 

●大規模地震発生が懸念されるなど、橋梁の老朽化による危険が増している為、橋梁の長寿命化に向けて、

計画的に補強・改修に取り組む必要があります。 
 

✿主な取組み 

1.橋梁の長寿命化を推進します。 

「奈良県道路インフラ維持管理連絡協議会」を設立し、道路インフラ機能を適切に維持し道路交通の安全・安

心を確保する為に、奈良県と共に、施設の点検・維持修繕計画の策定や修繕工事の実施について、相互の支

援・補完・協力を行いながら実施します。 

2.町道の改良、維持管理を行います。 

道路や関連施設の安全点検を行い、危険箇所や損傷箇所の補修を行います。また、改良等は歩道の確保

や地域からの要望を受け、緊急性の高い箇所から実施します。 

3．国道、県道の整備を促進します。 

地域間交流の活性化や経済基盤の充実のため、国道、県道の整備促進、危険箇所の改良など関係機関に

働きかけます。 
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基本施策 9 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

3-9-27 安全で快適な上下水道の整備 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

水道事業は、上水道と簡易水道の事業統合による町の水道経営の一本化を実施します。この

水道事業の健全な経営を図るために給水需要や財政状況を踏まえた施設更新と建設改良事業

を実施し、経営効率化による経費の削減と近隣町村及び県との広域連携を図ります。また、下水

道事業は、河川水の水質向上や快適な生活環境を確保するため、整備を推進するとともに、水

洗化率向上に向けた区域住民への理解と積極的な啓発活動を継続的に実施します。 
 

✿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 
上水道の有収率の向上 

給水量を配水量で除した割

合 
88％ 90％ 

2 

下水道水洗化率 

公共下水道を使用可能な人の

うち、実際に使用している人の

割合 

74％ 80％ 

・3 
合併浄化槽普及率 

公共下水道認可区域外におけ

る合併浄化槽の普及率 
20％ 25％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  水道における水源上流域の環境保全に努める。 

 供用開始区域においては、公共下水道に早期に接続する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 供用開始区域においては、公共下水道への接続を啓発する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 供用開始区域においては、公共下水道への接続を啓発する。 

行政が担うこと  安全でおいしい水を供給する。 

 供用開始区域においては、公共下水道未接続世帯に水洗化に向けた啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントの追加 [y18]: 【審議会ご意見】水洗化人口普

及率に改めるべきではないか。 

【ご回答】本計画期間内（５年間）において、下水道水

洗化エリアを急激に拡大していくのではなく、既存のエ

リアにおいて、公共下水道への接続を進めることを目標

としています。 
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✿施策の現況と課題 

安全・安心で高品質な水道水の安定供給や危機管理意識の高まりにより、災害に強い上下水道が必要で

す。そのため、町では、定期的に漏水調査を実施しています。また、下水道の水洗化を進めるため、戸別訪問

や広報などによる啓発活動に取り組んでいます。さらに、合併浄化槽の設置は、町独自に事務所や店舗に対

して補助制度を創設するなど、普及活動を進めています。 

＜主な課題＞ 

●計画的な漏水調査により、上水道の有収率の向上を図ることが必要です。 

●下水道においては、高齢者の独り暮らしにおける接続率が低いこともあり、戸別訪問や広報等による啓発を

継続して行うことが必要です。 

●水洗化率の向上に向けた取組みを推進するとともに、計画的な施設等の更新を行う必要があります。 

●給水需要や財政状況を踏まえた建設改良や施設更新など、身の丈にあった経営に徹するとともに、経営効

率化による経費の削減や広域化等による経営基盤の強化を図る必要があります。 
 

✿主な取組み 

1. 水道事業の経営安定化を推進します。 

平成 29 年度には、上水道への簡易水道の事業統合を行い、町の水道事業の経営が一本化します。また、

水道事業の健全な経営を図るため、県及び近隣町村と連携した広域化や浄水場施設の長寿命化または、施

設管理の外部委託等を総括的に取り組んでいきます。さらに、有収率を向上させるため継続的な漏水調査を

実施していきます。 

2. 効率的な施設管理と水質管理を行います。 

効率的な施設配置により、効果的に維持管理が行えるような監視、操作機能の確保を目指します。老朽施

設の更新等を計画的に行い、断水のない水道を目指します。そこで、水道法に基づく水質管理の徹底はもとよ

り、原水水質を適正に監視し、水源から給水までの各段階での諸施策を行い、常に安全で良質な水の供給を

行います。 

3. 下水道施設の接続を促進します。  

公共下水道整備区域において、下水道に接続している割合を表す水洗化率は、平成26年度末で７４％とな

っています。そこで、下水道事業の健全化のためにも、未接続世帯の水洗化を促進する取組みとして、戸別訪

問や自治会を通じた啓発等の水洗化率向上に向けた取組みを進めます。 

4. 下水道施設の維持管理を推進します。 

公共下水道や農業集落排水施設の多くのマンホールポンプ等の老朽化が進んでいます。そこで、現状調

査を実施し、改修計画を策定することで、計画的・効率的に施設や機器の更新を行います。 
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5. 合併浄化槽の設置を促進します。 

生活排水による河川汚濁を防ぐため、公共下水道認可区域以外の地域において、合併浄化槽の設置を推

進し、補助制度を継続して行います。また、単独浄化槽からの転換や町独自の制度として、店舗や事業所に

ついても補助制度を継続して行います。 
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基本施策 9 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

3-9-28 利便性の高い公共交通システムの構築 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

町民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、近鉄吉野線の維持・存続を要請するとと

もに、持続可能な地域公共交通システムとして、病院・買い物・鉄道への乗り継ぎなど、町民のニ

ーズにあったコミュニティ（スマイル）バスを近隣市町村と連携しながら運行します。また、同時に

デマンド型乗合タクシーの拡大を図り、持続可能な交通システムを実現します。 
 

✿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 

町民一人あたりの利用回数 

年間乗車人数／住民基本台

帳（１０月末登録人口）・デ

マンド型乗合タクシー含む 

（H26） 

2.83 回 
3.00 回 

 

✿役割分担 

個人でできること  自分達のコミバスという認識と愛着を持って、さまざまな場面で可能な限りコ

ミバスを利活用する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域単位の催しなどの際に参加者がバスを利用できるようバスダイヤに配慮

し開催する。 

 バスを地域ぐるみで利活用する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 買い物バスなど、より地域住民のニーズにあったバス運行を実施するため、地

域バス事業などの自主運営を担う。 

行政が担うこと  まちづくりの観点からモビリティ（移動の利便性）を確保する。 

 バスの主要幹線は、近隣市町村との広域連携を検討する。 
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✿施策の現況と課題 

高齢化の進展に伴い、高齢者などの交通弱者の移動手段を確保する必要があります。そのためには、町民

一人ひとりが公共交通の価値を再認識し、地域で支えていくことが重要です。そこで、町では、吉野町コミュニ

ティバス（スマイルバス）を導入し、利用が少ない路線は、小型車両への転換やデマンド乗合タクシーの導入な

ど、効率的な運行に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●少子高齢化により人口減少が進展しバス利用者も減少するため、バス利用者のニーズを把握した上で、適

正なダイヤ改正及び路線の設定が必要です。また、デマンド型乗合タクシー運行の拡大と広域連携も視野

に入れたコミバス運行の検討が必要です。 

●奈良交通路線バス八木大滝線廃止により、川上村コミバスとの相互乗り入れによる代替運行の実施や、南

奈良総合医療センターの平成 28年の開院に伴う通院バス路線の検討が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 効率的な運行を図るため、デマンド型乗合タクシーを導入します。 

少子高齢化による人口減少のためバス利用者が減少し、運行委託経費の費用対効果や非効率な運行が出

てくることが予想されます。その都度、病院・買い物・鉄道への乗り継ぎなどバス利用者のニーズを把握し、適

正なダイヤ改正及び路線の設定を行います。また、利用の少ない路線は、小型車両への転換やデマンド型乗

合タクシーの拡大に取り組みます。 

2. 近隣市町村との広域連携を図ります。 

まちづくりと連携したモビリティ（移動の利便性）の確保のため、病院や鉄道に繋ぐ主要幹線である国道 169

号線には、近隣市町村との広域連携を視野に入れながらコミバスを走らせ、その他の地域には、随時、デマン

ド型乗合タクシーの運行を推進していきます。なお、地域自治協議会が設置された場合は、バス事業などの自

主運営の可能性も検討します。 

3. スマイルバスの多目的利用を促進します。  

平成 25 年度からスマイルバスを利用した 15 人程度のツアーを民間団体と協働し実施しており、今後も年７

回程度の実施を継続します。また、吉野ビジターズビューローとも連携しながら、観光利用の拡大に取り組みま

す。 

  



15 

 

基本施策 9 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

3-9-29 安全で快適な居住環境の整備 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

安全で快適な居住環境を提供し、誰もが安心して生活できる環境づくりを進めます。また、定

住人口増加を促進するために、公営住宅法の適用を受けない住宅の整備を進めます。さらに、

大規模地震等による家屋倒壊を防止するために、一般住宅の耐震診断や耐震改修に対する助

成を行い、安心安全な住宅の整備を促進します。 
 

✿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 
一般住宅の耐震診断、耐震改

修の実施件数 

まちづくり振興課調べ 

（Ｈ27 年度に耐震計画策

定を策定し、目標値を設定） 

耐震診断 32 件 

耐震改修 ０件 

耐震計画策定後に

設定  

２ 
町営住宅の入居率 

町営住宅入居可能室数を実

入居室数で除した割合 
78％ 87％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  住宅の適正な維持管理に努める。 

 住宅の耐震について理解を深め、診断・改修を行う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 住宅の耐震について理解を深め、啓発を行う。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 住宅の耐震について理解を深め、啓発を行う。 

 住宅建設等での木材利用に努める。 

行政が担うこと  町営住宅を管理し、計画的な維持・修繕を進める。 

 耐震診断・改修の啓発活動並びに支援を行う。 
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✿施策の現況と課題 

少子高齢化やライフスタイルの変化、家族形態の変化などにより、町民の住環境に対する多様なニーズに

対応した、安全で快適な住環境の整備が必要です。そのため、老朽化した施設の取り壊し、中高層住宅の耐

震化や長寿命化、高齢者や障がい者に配慮したバリアフリー化などに取り組んでいます。また、一般住宅の耐

震診断や耐震改修に対する一部助成を行っています。さらに、地元産材を利用した戸建て住宅の整備も進め

ています。 

＜主な課題＞ 

●町内の各集落における空家の有効活用が必要です。 

●公営住宅は、県営住宅１施設、町営住宅９施設のうち、木造や簡易耐火構造の町営住宅は老朽化が進み、

改修や取壊し等が必要となっています。 

●中高層住宅等の町営住宅のストックを活用し、耐震化やバリアフリー化を進めるとともに、公営住宅法の適用

を受けない住宅の建設等により多様な住宅の供給が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 住宅の耐震改修を促進します。 

本計画に基づき町が所有する建築物の耐震化を率先して実施します。また、住宅・建築物の所有者等に対

しては、耐震化に関する知識等の普及啓発と耐震化に取り組みやすい環境整備を図り、県や関係団体等と連

携して支援策の活用を促進します。 

2. 町営住宅の整備を図ります。 

計画に基づき、中高層住宅等の町営住宅のストックを活用し、耐震化やバリアフリー化を進めるとともに、公

営住宅法の適用を受けない住宅の建設等により多様な住宅の供給を行い、老朽化した住宅の改修を進める

一方、廃止も検討します。 

3. 吉野材を活用した住宅建設を促進します。  

定住人口の増加を促進するために、公営住宅法の制限を受けない吉野材を活用した公営住宅の整備を進

めます。 

  



17 

 

基本施策 9 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

3-9-30 地域特性を活かした土地利用の推進 

✿施策の方針（5 年後に実現したい姿） 

豊かな森林や水辺環境などの自然、歴史文化に育まれた街並み景観など、地域特性を活か

した調和のとれた土地利用を推進するための土地利用計画策定を進めます。また、市街化区域

において、歴史的町並みを保全し、空き家利用を推進します。さらに、市街化調整区域において

は、豊かな田園景観を保全する一方、人口減少の防止や雇用確保の観点から市街化調整区域

における規制緩和策を検証します。 
 

✿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 

農用地耕作利用率 

まちづくり振興課調べ 

（目標値は、吉野町農業振

興地域整備計画に基づき設

定） 

88％ 91％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  法令などを遵守し、土地を有効に活用する。 

 農地を適正に管理する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 農業生産基盤及び農村環境を維持保全する。 

 地域のまちのあり方について考え、主体的にまちづくり活動を行う。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 農地生産基盤の整備に取り組む。 

 秩序ある開発と土地の有効利用に努める。 

 地域のまちのあり方について考え、主体的にまちづくり活動を行う。 

行政が担うこと  農業生産基盤の維持保全、整備を支援する。 

 自然環境や地域全体の利益などに配慮しながら、周辺環境の利便性の向上を目

指した土地利用を行う。 

 遊休農地の利用者に対して、支援を実施する。 

 

  

コメントの追加 [y19]: 【審議会ご意見】耕作放棄地で

はなく補助金が出ている休耕田を含んでいるのか確認

する。 

【ご回答】休耕田を含んでいます。 



18 

 

 

 

✿施策の現況と課題 

少子高齢化や人口減少の進展など、これからの人口規模や構成などに見合った持続可能なまちに転換す

る必要があります。そのため、市街化調整区域の空き地をはじめとした遊休地の利用促進と規制緩和の検討

を進めたり、農業振興地域計画に基づき生産基盤の整備や特産品を定着させる取組みを支援したり、中山間

地域直接支払制度を活用し優良農地の保全・活性化を進めています。さらに、森林の適切な管理を促進し、

森林の持つ多面的機能を活用しています。 

＜主な課題＞ 

●木材の需要の低迷や、過疎化、少子高齢化の進行にも起因して、空き家・空き地・空き工場が増加し、地域

の活力の減退がみられることから、市街化調整区域で定住促進や産業振興が図れるよう、開発の規制緩和

など現状に即した都市計画を行う必要があります。 

●高齢化・担い手不足により農地を管理できない耕作放棄地への対応が必要です。 
 

✿主な取組み 

1. 農業地域の適正な利用を進めます。 

耕作放棄地の拡大や無秩序な転用を防止し、農地の適正な利用を促進するため、吉野町農振地域計画に

基づき生産基盤の整備や特産品の定着を図ります。併せて、中山間地域直接支払制度を活用し、優良農地

の活用と耕作放棄地対策など、広域的に耕作放棄地を活用した農業振興を推進します。 

2. 調和のとれた活力ある都市計画を推進します。 

都市計画区域内の調和のとれた活力ある土地利用を推進するため、地域ごとの特色あるまちづくりを進め、

豊かな自然環境と調和のとれた都市計画を推進します。そこで、現在の市街化調整区域内での小規模な開発

規制が緩和されるよう、市街化区域と市街化調整区域の線引き見直しなどを含めて、県への働きかけを行いま

す。 

3．森林環境の保全を促進します。 

 本町の森林は、素材の生産に加え、水源かん養や土砂流出防止、地球温暖化防止に係る二酸化炭素の

吸収源といった、多様な公益的機能を持ち合わせており、これらの機能を維持するため、森林の適切な管理を

促進します。 

 


