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第４ 次吉野町総合計画後期基本計画 第９ 回策定審議会 議事録 

 

■日時：平成２ ８ 年２ 月１ ２ 日（金） 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９ 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 ．町長挨拶 

■町長挨拶： 

こんばんは。本日は大変お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

後期基本計画の策定に当たりましては、他の職務の関係も有り、なかなか時間を割くことができませ

んでしたが、審議会委員の方々は非常に町の基本原則や協働の理念にご理解ある方ばかりであるた

め、安心して任せることができました。 

全国的に地方創生の流れの中で、慌ただしい部分もありますが、本町においては「まちづくり基本条

例」を策定し、協働のまちづくりという理念を明確にしながら、地方創生に向けて取り組んでいるとこ

ろであります。町民の皆様とともにまちづくりに取り組んでいくことが大切であると改めて感じています。 

最後に本計画の策定につきまして皆様のご苦労を労いまして挨拶の言葉とさせていただきます。 

 

 

３ ．案 件 

（１ ）パブリックコメント結果について 

◎事務局より資料１ をもとにパブリックコメントにおける提出意見及び回答内容について説明。 

 ・パブリックコメントのご意見に対する回答及び、パブリックコメント結果に伴う後期基本計画の修

正箇所についてご意見があればお願いします。 

◎会 長： 

 ・ご意見がある方は、お願いします。 

◎委 員： 

 ・パブリックコメントの意見内容で「町議会定例会の生放送につき、再放送してほしいとの要望を

出したにも関わらず議会の反対で却下され、未だ再放送はされていない」とあるが、事実関係

について教えていただきたい。 

◎委 員： 

 ・これまでは本会議をダイジェストで録画放送していたが、情報公開という原則に鑑み、本会議

に加え、実際の議論の場である委員会につき昨年度から生放送を開始している。開始当初は事

務作業の関係もあり、まずは生放送を実施し、将来的には、週末等に録画したものを放送する等

を予定していたが、昨年１ ０ 月の議会では録画放送について過半数で否決となった。ただし、こ

の先録画放送をしないというわけではなく、今後改めて検討すべきことであると認識している。 
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◎委 員： 

 ・録画放送については、住民の意見をもとに議員提案という形で提出されたということで良いの

か。 

◎委 員： 

・その件については、編集せずに録画放送を行うという形で議員提案をさせていただいた。 

◎委 員： 

 ・反対の理由に関してはどのような意見があったのか。 

◎委 員： 

 ・CVY も人手不足であり、生放送に加え録画放送も開始するには、初期投資としてかなりの費

用がかかるため、まずは生放送のみを開始した。町民の方々からの要望としては、ある程度内

容をまとめたダイジェスト放送をして欲しいとのご意見もあり、編集作業にかかる時間もかなり要

することになる。また、委員会に関しては６ 時間程度に及ぶこともあるため、録画したものをあ

る程度そのまま流すということも難しい。今後、録画放送は行わないというわけではなく、町民

の皆様のご意見をもとに順次検討を行っていく。 

◎委 員： 

・意見の提出者は議会に対する不信感を持たれている。記載の回答では意見に対する答えにな

っていないのではないか。 

・本会議の議事録については公開されているが、委員会の議事録は公開されているのか。 

◎委 員： 

・委員会については、議事録は取っておらず、音源は残っているが正式な文章ではない。 

◎会 長： 

・これまでの論点をまとめると、生放送を開始したことは踏み込んだことであると言える。本会

議、委員会の記録を希望の方には貸し出しを行うなどの更に踏み込んだ取組はできるはずであ

る。そういう内容を回答として書き込んではどうか。あわせて、議会においても録画放送につい

ての検討を進めていくと記載をしてはどうか。 

◎委 員： 

  ・この件に関しては今後も検討を進めていく。 

◎委 員： 

  ・基幹産業である木材関連産業について、重要なことはやはり、技術の継承であると考える。技

術者の養成をしなければ若手の経営者が育たないのでは。総合計画の中ではその内容の記載

が漠然としているように感じられる。 

  ・また、外国人の観光客が増える中で、英語教育に関しては小学校から積極的に実践していく

べきであると考える。観光客の受け入れ体制を整える必要がある。そういったことも計画の中に

入れてはどうか。 

◎会 長： 

 ・外国語教育に関しては、計画本分の中に記載があるためご確認していただきたい。 

◎委 員： 

 ・木材産業の職人養成に関しての記載はどうか。 
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◎事務局： 

 ・各産業の取組の中で、人財育成に関しての記載はあるので確認していただきたい。例えば後

期基本計画（案）の P71、P72 には木材関連産業振興に関する人財育成について記載がなさ

れている。あわせて、P23 を見ていただくと、重点プロジェクトとして地域産業の担い手確保と

地域人財の養成を挙げており、重点的に取り組んでいく所存である。 

◎委 員： 

 ・目次に関して施策毎の目次がないため、見づらいのでは。 

◎会 長： 

 ・分野別計画につき、施策毎の目次も作成してはどうか。 

 ・本会議の審議を踏まえて、パブリックコメントの回答に反映させることとしては、産業の技術者

育成に関することも回答の中に入れてはどうか。 

また、議会の放送に関することも先程の内容を踏まえて回答してはどうか。 

その他、文言等については会長、事務局に一任という形で進めていく。 

◎委 員： 

 ・パブリックコメントの番号１ の意見に関しては、新しい産業形成に関する提案であるとみられる

が、回答の内容として、新しい産業形成に関する記載が無いように感じられる 

◎会 長： 

 ・「ご提案いただきました、新しい産業形成にかかる内容については～」といった記載に変更し

てはどうか。 

 ・その他ご意見がある方は発言お願いします。 

◎委 員： 

 ・パブリックコメントに関する事以外ではあるが、後期計画の P65 の指標「BDF（B5）燃料使

用量」の現状値が０ になっているが、BDF(B100)に関しては既に使用しているため、これに関

しては、誤解の無いようにどこかに記載しておいてはどうか。 

◎事務局： 

 ・おっしゃるとおり、これまで BDF（B100）はスマイルバス等で既に使用されてきたが、今後は

BDF（B5）を使用していくとのことであるので、現状値は０ と記載している。しかし生活環境課

に確認したところ、本年度については(B100)につき 5435 リットル活用したとのことであるので、

現状値の欄に（B100）の現状値についての記載を追加することを検討する。 

◎会 長： 

 ・パブリックコメントの回答については、先程いただいた意見をもとに修正を行う。修正の内容に

ついては、会長・事務局一任という形で進めるがよろしいか。 

 ・また、本日の意見をもとに本文の内容については修正することを前提に計画の内容について承

認していただいてよろしいか。 

 

                ～全員異議無く同意～ 
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・後期基本計画に関しては、前期計画とは性格が違っているところがある。後期計画は、現状につ

いて些細に点検した上で、課題を明確にし、その解決に向けた取組を記載するといった流れに沿っ

た内容になっている。 

 また、具体的な目標について、前期とは違っているところも多くあり、審議会を経た精査を行う事

でより優れた指標になったと考えている。 

 加えて大きく違うのは、役割分担を明確にしたところである。まちづくり基本条例に基づき、官民

協働の考えのもと、個人でできること、地域でできること、行政が担うこととそれぞれの役割分担

を明確に記載したことで分かりやすい内容になったのではないかと考えている。 

 ・では、これをもって答申のご承認をいただけますか。 

◎委 員： 

 ・前期計画の時は担当課の記載があったが、今回は記載しないのか。 

◎会 長： 

 ・今後、機構改革を行うことも想定した上で、あえて記載を行っていない。 

 ・ではこれをもって、ご承諾をいただけたということで次の議題に移ります。 

   

（２ ）吉野町総合計画策定審議会 答申について 

◎事務局： 

 ・全９ 回にも及ぶ審議会におきまして、熱心に審議いただきましたところではございますが、こ

れをもって町長への答申に移りたいと思います。 

 

                  ～会長より答申～ 

 

◎会長挨拶： 

 ・ただいま町長に答申書をお渡ししましたが、全９ 回に渡る審議会を経て後期計画策定に至った

ことについて非常に実りのあるものになったのではないかと考えています。細部にわたって皆様

方に議論していただき、これからの基礎となる計画ができたのではないかと思います。皆様方

に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

◎町長挨拶： 

  ・第 4次総合計画後期基本計画の答申をいただきありがとうございました。 

  皆様には、昨年の５ 月に総合計画策定審議会委員を委嘱させていただき、今後５ 年間の吉野町

の芯となる計画を作っていただきました。期間が短いということもあり、審議会の回数もそれほど

設けられなく不十分な点もあったと思いますが、前期基本計画を検証し、課題や問題点の整理を

していただき、後期基本計画の各施策については、分科会方式により詳細な議論をしていただい

たと聞いております。また、吉野町まちづくり基本条例の基本理念、基本原則を踏まえて、各施

策ごとに町民、地域、行政の役割分担を明確にし、町民の皆様と町が一体となって実行できる最

高の計画をいただいたと思っています。 

  あとはこれをどう実施していくか、ということになります。今後、この計画に従ってまちづくりを行

っていくことになりますが、様々な変化に柔軟に対応しながら、計画自体も成長するものであって

ほしいと考えています。Ｐ Ｄ Ｃ Ａ を繰り返しながら、常に見直しを行いながら計画を推進してま
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いります。 

  後期計画においては、役割分担についても明確に書かれており、非常に良いものになったのでは

ないかと感じております。 

  審議委員の皆様方におかれましては、短い時間の中で熱心な討議をいただき、心からお礼を申

し上げます。この組織そのものとはいきませんが、必ず計画の進捗をチェックする機会を設けさ

せていただきたい、また、不断の見直しを行い、計画自体が成長していく形をめざしていきたい

と思います。 

 皆様方の計画策定へのご苦労にお応えするために、この計画を着実に実施し、計画を成長させ

ながら吉野町を作っていくことが私の使命と考えています。 

  今後ともご支援ご協力のほど、改めてお願いいたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

（３ ）その他 

◎会 長： 

 ・本日で最後の審議会となるため、一人ずつご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

◎委 員： 

 ・一番大切であると感じていることは、子どもの学校教育の充実である。また、老人福祉とスポ

ーツの充実についても重要であると考えており、これから自らも携わりながら進めていきたいと

感じている。 

◎委 員： 

 ・昨年より９ 回に渡る審議会に参加させていただき、各分野の方々との話し合いも通じて非常に

勉強になったと感じている。まちづくり基本条例の基本理念に基づきこれからの職務を遂行して

いきたいと改めて感じた。また、来年度から後期計画を推進していくにあたり進捗状況をチェック

していくことになるが、策定に携わり、内容を深く知ることができたことは、非常に実りのあるも

のになったのではないかと思う。 

◎委 員： 

 ・非常に時間が無い中で、皆様で真剣に議論をしていただき、良い計画になったのではないか

と感じている。 

 後期計画の１ １ ページにある吉野町民の定住意向に関しては、いつ頃の結果かだけ明記してい

ただければと思う。 

 先日成人式が行われたが、新成人の方が「外へ出ても吉野のことは忘れない、地元は好き」と

言っていたが、もう少し「吉野に住みたい」と思ってもらう必要があるのではないかと感じる。 

 今後の後期計画の推進においては町民の皆様にご理解いただきながら進めることが大切であり、

自らも微力ではあるが精神誠意取り組んでいきたいと感じている。 
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◎委 員： 

 ・一年間を通して、非常に勉強になった。目標を数値化して責任を持って取り組んでいくというこ

とは大変なことであると感じている。子どもの読書時間一日３ ０ 分という目標を達成することは

非常に大変なことであるが、他の自治体では実現しているところもあり、子どもが育っていく環

境づくりという意味では行政の果たす役割は非常に大きいのではないかと思う。 

 子どもの教育に関して、課題を整理して、官民協働でより良いものになるように取り組んでいく必

要がある。 

◎委 員： 

 ・人口減少が進む中で、人財を確保していくことは非常に重要である。 

産業の振興を考える上では、やはり基幹産業である木材産業振興を推進していくことが大切であ

る。子ども達にも木材産業の大切さを伝えるということで、吉野中学の３ 年生を対象にして、オリ

ジナルの照明器具を作るといった取組を行っている。子どもの教育を充実させることは、人財を

育てるという意味での投資であり、官民協働で取り組んでいくことではないかと思う。将来に向け

て子ども達が働き、活躍できる場を作っていくことができればと感じている。 

◎委 員： 

 ・民生委員代表で参加させていただいたが、最近困っていることは、後期高齢者の方が非常に

多くなってきたという事である。今後どうしていくかについては懸念されるところである。 

◎委 員： 

 ・これからは、森林の多面的な活用を考えていくことと、林業と木材産業の流通をもっと円滑に

進めていく必要があると感じている。また、林業の職人育成について、行政とともに真剣に取り

組んでいきたいと考えている。吉野地域が一体となった取組についても取り組んでいきたい。 

◎委 員： 

 ・最近は、上市においても商店における盛り上がりが欠けている。これからはいかに客が吉野に

訪れる体制づくりを行っていくかが重要であると感じている。産業振興については、やはり商工

会が頑張って進めていく必要があると感じるので、審議会で得た意見も参考にしながら今後の

取組を考えていきたい。 

◎委 員： 

 ・高齢化につき、農業においても今後が懸念されている。国の政策においても､農業に関しては

大きく変わってきているところであるが、今後は行政を中心として農業に取り組んでいく必要があ

ると感じている。 

◎委 員： 

 ・後期計画については、各団体の代表が集まって策定したものであり、今後計画の内容を実現

していくためには、まずは各々の団体の中で計画の内容について意識の共有を図っていただくこ

とが大切であると感じている。自らも教育の分野において、計画内容を踏まえた上で今後の取

組を考えていきたい。 

◎委 員： 

 ・老人会代表として参加させていただいたが、高齢のため、なかなか率先して様々なことに取り

組んでいくことは難しくなってきた。計画の策定に携わらせていただく中で、今後の皆様方の活

動には期待している。今後ともよろしくお願いします。 
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◎委 員： 

 ・審議会において、様々な勉強をさせていただいた。自らの活動としては、見附三茶屋を活用し

た取組を進めている。お母さんや、子ども達が集まれる空間を作りたいとの思いで取り組んでお

り、審議会に参加させていただく中で、吉野町をもっと良くしたいとの思いが強くなった。計画の

実現に向けて、少しでも力になれるよう頑張っていきたいと感じている。 

◎委 員： 

 ・計画の中で少しだけ残念に思うことは、目標については数値化し、評価に関しては細かなこと

まで書き込むことができたが、責任についての記載がないことである。 

 ・また、人口減少が進む中で吉野町に在住しながら結婚していない男女が多いことに対して課 

題意識を持って取り組んでいく必要があると感じる。 

  町外に出ていたとしても定年になって吉野に戻りたいという人をあたたかく迎えるまちになって

ほしいと思う。 

 ・まちづくり基本条例に基づく、各地域の自治協議会の発足を支援する課を行政内に作っていた

だけないか。 

◎委 員： 

 ・吉野で暮らしていく中で、自分のまちとして少しでも良いまちになって欲しいという思いで様々

な活動に取り組んでいる。二年ほど前に見附三茶屋を活用しようと考えたのは、町内の方々にま

ちづくりに関する気運を高めていってほしいとの思いがあったためである。 

 審議会に参加させていただき、まだまだ勉強不足なところもあるが、各分野の皆様方との出会い

を通じて今後様々な活動に参加させていただくためのきっかけになったのではないかと感じて

いる。 

 これからは、高齢の方が安心して暮らせるように介護についても充実させていく必要があると感じ

ている。 

 

４ ．閉 会 

 

◎会 長： 

・それでは、これもって全ての審議は終了しましたが、連絡事項につき事務局の方お願いします。 

 

◎事務局： 

 ・今回の指摘事項を踏まえて、計画の修正を行っていく。4 月の広報では後期計画の概要版を

折込として入れさせていただく。また、子ども版の計画についても今後作成を予定している。 

 ・本日の議事録については、後日送付のうえ、ご確認していただく予定。 

 ・最後に、昨年より審議会において熱心にご議論いただいたことに感謝申し上げます。計画を作

ることが目的ではなく、計画に掲げる基本目標を実現させていくことが重要であるため、進捗管

理についてはしっかりとした体制を整えていきたいと考えています。今後ともよろしくお願いしま

す。 

◎会 長： 

 ・では、本日の会議はこれで終了します。ありがとうございました。 


