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はじめに 

 

吉野町では、平成２３年に第４次吉野町総合計画を策定し、目標とするま

ちの将来像「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町～自然の恵みと歴史文化が

息吹くこころのふるさと吉野町～」の実現を目指し、分野ごとの施策推進に

留まらず、「吉野木のまち桜のまちおもてなしのまちプロジェクト」「日本一の

子育て支援と健康長寿をめざすまちプロジェクト」「みんなでつくる協働のま

ちプロジェクト」という３つの重点プロジェクトを掲げ、各施策横断的に、特に

重点的に取り組んで参りました。 

平成２７年４月には、町民、議会、行政、それぞれの役割と責務を定め、町政の基本理念や基本

原則を明らかにした「吉野町まちづくり基本条例」を施行し、職員の地域担当制を進め、みんなで

まちをつくっていこうという体裁が整いつつあります。 

しかしながら、地方を中心に人口減少や少子高齢化のさらなる進行により、地域の活力低下や

年金、医療、福祉など社会保障費の増大、税収減など、地方財政を取り巻く環境は厳しさを増す

中、国では、人口減少と地域経済縮小という構造的な課題に取り組むため、まち・ひと・しごと創生

法を施行し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され、地方創生に向けた取り組みが本格化

しています。 

こうした状況の中、町では、平成２７年度に前期基本計画の計画期間が終了することから、これ

までの取り組みの成果を検証するとともに、社会情勢の変化等を踏まえ、平成２８年度から平成３２

年度までを計画期間とする後期基本計画を策定しました。 

本計画では、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえて、平成２７年１０月に策

定した「吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の４つの基本目標を重点プロジェクトに位置付け、

人口減少・少子高齢化という本町最大の課題を克服していくため、重点的に取り組んで参ります。 

本計画を確実に推進し、明るい未来を勝ち取っていくためには、町民や事業者、町が協働し

て、まちづくりに取り組んでいく必要があります。本計画では、「個人でできること」「地域でできるこ

と」「行政が担うこと」として役割を明記しており、まちの将来像の実現に向け、職員も一丸となって

全力を尽くしていく所存でございます。 

最後に、本計画の策定にあたりまして、数多くのご意見やご提言をいただきました町民の皆様を

はじめ、熱心にご審議いただきました総合計画策定審議会の皆様、町議会ならびに関係各位に

心から感謝申し上げますとともに、今後とも町政推進により一層のお力添えを賜りますようお願い

申し上げます。 

 

平成２８年４月 

吉野町長  北 岡  篤 

 

 

 

 

 

 

写 真 
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第１部 後期基本計画の策定にあたって 
第１章  計画の概要  

第１節  計画策定の趣旨  

本町では、平成２３年７月に第４次吉野町総合計画を策定し、まちの将来像を「いのちが輝

き笑顔あふれる吉野町～自然の恵みと歴史文化が息吹くこころのふるさと吉野町～」と掲げ、

誰もが生涯を通じて、健康で生き生きと暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、各種施

策を展開しています。 

総合計画は、計画の目標年次を平成３２年度としていますが、社会経済情勢の変化等に柔

軟に対応するため、前期基本計画（５年間）と後期基本計画（５年間）に分割しています。 

後期基本計画の策定においては、前期基本計画に基づき推進してきた各施策の主な取り

組み等を検証し、その結果と今後の社会情勢の変化を踏まえながら基本構想に掲げたまちの

将来像の達成に向け、まちづくりを着実に進めるための施策と各施策の具体的な取り組みを

定めることとします。 

なお、後期基本計画を策定するうえでの前提条件となる「将来人口（推計）」は、最近の人口

動向や社会構造の変化などを踏まえて推計した結果に基づきます。 

 

第２節  計画の構成と目標年次  

1. 計画の構成  

総合計画は、まちづくりの目標、まちの施策推進の方向を示す最上位計画であり、「基本構

想」「基本計画」「実施計画」の３階層で構成しています。 

 

 

 

 

 

•平成２３年度を初年度とし、平成３２年度を目標年次とした１０年間を計画期間と
し、まちづくりの将来目標と実現のための基本方針を示します。

基 本 構 想

•基本構想実現のための具体的な施策推進の方向や施策の体系等を示します。
社会情勢の変化に柔軟に対応するため、それぞれ５年の前期計画と後期計画
に分割します。

基 本 計 画

•基本計画に定められた施策を効果的に実施するために定めるもので、財政計
画と整合を図りながら３年単位で計画を策定し、毎年見直しを行います。

実 施 計 画
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2. 目標年次（計画期間） 

後期基本計画は、平成２３年７月に策定された第４次吉野町総合計画の前期基本計画を引

き継ぐ形で策定するのもので、この計画の期間は平成２８年度から平成３２年度までの５年間で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第３節  計画策定の基本的な考え方  

後期基本計画は、「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、以下の

４つの視点を重視して策定しました。 

① 役割分担を明確にした計画づくり 

まちの将来像の実現に向け、町民ができること、行政が行うこと、町民と行政が各々主体的に

取り組むことなど、それぞれの役割を明確に示し、協働のまちづくりを推進するための計画を策

定します。 

② 町民参画による計画づくり 

住民自治の観点から、後期基本計画策定に係る過程が、町民主体のまちづくりの実践につな

がるよう、町民の代表などから構成する総合計画策定審議会を設置するほか、まちづくりアンケ

ート調査やパブリックコメント※１を実施し、幅広く町民の意見を反映した計画を策定します。 

③ 実効性が高く町民に分かりやすい計画づくり 

まちの将来像の実現に向けた具体的な施策を表すだけでなく、計画の進捗状況や施策の効

果を町民に分かりやすく示すために指標を設定し、政策目標を明確にした計画を策定します。

計画策定後の実施効果がしっかりと評価できる指標づくりにより、より実効性の高い計画を策定

します。 

④ 戦略的な計画づくり 

厳しい財政状況の中にあって、効率的・効果的な行政運営を図る観点から、前期基本計画の

十分な検証に基づき、重点課題や特性を見定め、経営的感覚をもった戦略的な計画を策定し

ます。 

 
※１ パブリックコメント（制度）：町が重要な施策（条例や計画の策定時）を策定したり改定したりする過程で、広く町民の意見を聞

き、施策に反映していく手続きのこと。 

基 本 構 想 

平成 23年～平成 32年 

前期基本計画 

平成 23年～平成 27年 

後期基本計画        

平成 28年～平成 32年 

3ヵ年の実施計画 

毎年度見直し 

3ヵ年の実施計画 

毎年度見直し 

3ヵ年の実施計画 

毎年度見直し 
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第２章  後期基本計画策定の背景  

第１節  基本理念・基本原則  

本町では、自治の“基本理念”とまちづくりの“基本原則”を明らかにし、町民と町の役割及

び責務を明らかにするとともに、自治の確立と豊かな地域社会を創造することを目的として、ま

ちづくりに関する基本的な事項を定めた「吉野町まちづくり基本条例」を策定しました。平成２８

年度から始まる後期基本計画期間においては、「吉野町まちづくり基本条例」の基本理念と基

本原則を踏まえて策定する分野別計画に基づいて、まちづくりを進めていきます。 

１．自治の基本理念  

① 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、

性別、障がいのあるなしその他の属性にかかわりなく、安全かつ安心して暮らすことができ

るまちをつくります。 

② 町民、議会、行政がそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で開かれた町民

主体の町政を行います。 

③ 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を次世代に引き継ぎ、世界遺産等を

活かしたまちをつくります。 

④ 町内外の交流を図り、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合うまちをつくります。 

２．まちづくりの基本原則  

① 参画と協働の原則 

町民は、自治の主体として町政に参画するとともに、公共的課題の解決にあたっては、町

民及び町が協働して取り組みます。 

② 情報の公開と共有の原則 

町が持つ町政情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共

有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。 

③ 健全な行政経営の原則 

町は、計画と検証及び評価に基づいた健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主

性を尊重した住民自治を推進します。 

④ 補完性の原則 

町民と町は、課題の解決にあたり、より身近なところでの取り組みを基本に、近隣、町、県、

国と順次補完して取り組みます。 

⑤ 環境との共生の原則 

町民と町は、町の歴史や自然を大切にし、環境との共生を図ります。 

⑥ 多様性尊重の原則 

町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。 
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第２節  まちの魅力  

１．まちの概要  

本町は、昭和３１年に旧吉野町、上市町、中荘村、中龍門村、国樔村、

龍門村が合併して生まれました。本町は、奈良県のほぼ中央に位置し、北

に大和平野をひかえ、北部の竜門山地と南部の吉野山地などに囲まれ、

その間を西流する吉野川の中流域に位置する面積９５．６５㎢のまちです。 

２．世界遺産を有するまち 
本町の吉野山を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」は、紀伊半島の自然と

そこに根付いた「霊場」や「参詣道」とそれを取り囲む「文化的景観」が世界遺産に登録されていま

す。吉野・大峯は、役行者の開山以来、１，３００年の歴史を持つ修験道の聖地として信仰を集め

てきました。大峯は、吉野と熊野三山を結ぶ大峯山脈の総称です。実践行を重んじる修験道では

山に入って苦行を重ねながら歩く「奥駈修行」を最も重視したことから、吉野・大峯の山岳霊場が形

成されました。役行者が１，３００年前に開いた日本独自の宗教・修験道の精神性、文化性が今も

受け継がれ生き続けていることが、吉野・大峯が世界遺産登録の中心的要素と言われる所以と言

えます。 

この世界遺産に登録されている吉野山は、古来より日本一の桜の名所としても名高いところであ

り、１，３００年前から今日に至るまで脈々と受け継がれてきた貴重な財産であり、後世に受け継い

でいかなければならない歴史文化資源です。 

 

 

 

 
世界遺産 吉野山 
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３．木のまち 
大和には日本国家の起源があるように、吉野には杉・桧の人工林の起源があります。また、吉

野地方は、足利末期（１，５００年頃）に造林が行われた記録があり、吉野の材が多量に搬出され

るようになったのは天正年間、秀吉が当地を領有し、大阪城や伏見城を始め、地域の城郭建築、

その他社の普請用材の需要が増加し始めた頃からです。その後、当地方は徳川幕府の直領と

なったが、先人の主たる生業は木材の伐出流送によって維持されていました。 

享保年間（１，７２０年）より始まる山地での樽丸製造などの木材利用技術の発達による販路拡

大に伴い、漸次造林の方法は集約化し、密植、多間伐、長伐期の施業が進められました。そし

て、時代の変遷により、住宅用造作材が「吉野材ブランド」として全国に出荷され、集約的な施業

は今も維持されています。 

近年、日本人の生活スタイル、住宅建築様式の変化による住宅需要の低迷や外国産材の利

用拡大など、木材関連産業を取り巻く環境は厳しさを増しています。しかしながら、林業・製材業、

吉野材の端材を利用した製箸業など木材関連産業が有する歴史文化と過去より継承、発展して

きた技術は、本町独自の強みであり、今日も本町の雇用や豊かさを支えています。 

◆吉野町の産業の現状◆ 

 

 

 

 

•事業所数194件（シェア25.4%）

1位 製造業

•事業所数192件（シェア25.1%）

2位 卸売業・小売業

•事業所数78件（シェア10.2%）

3位 宿泊業・飲食サービス業

•事業所数75件（シェア9.8%）

4位 建設業

•従業者数998人（シェア28.6%）

1位 製造業

•従業者数764人（シェア21.9%）

2位 卸売業・小売業

•従業者数470人（シェア13.5%）

3位 宿泊業・飲食サービス業

•従業者数266人（シェア7.6%）

4位 建設業

○町内総事業所数７６５件               ○町内総従業者数３，４９０人 

※出展：「平成２４年経済センサス－活動調査」総務省統計局                                      

※事業所数が１件又は２件の分類については、事業者の状況を特定できる可能性があるため、「その他の製品」に分類しています。 

○製造業の製品別事業所（194件）の状況     ○製造業の製品別従業者（998人）の状況 
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第３節  土地利用に関する基本的な考え方  

 今後のまちづくりにおいて、本町の豊かな自然、１，３００年前から脈々と受け継がれてきた

歴史・文化との調和を図りながら、市街地・集落地を形成していく必要があります。後期基本計

画では、まちの将来像の実現に向けて、土地の適正な利用を進めていくために土地利用に関

する基本的な考え方を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

殿川 
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第４節  前期基本計画の検証結果  

１．前期基本計画の検証結果  

前期基本計画における各施策（全４０施策）の進捗・達成状況について、具体的な取り組み

内容（定性的）と指標（定量的）という２つの視点から１３９ある主な取り組みを総合的に検証し

た結果は以下のとおりであり、「政策３安全安心で快適なまちづくり」の主な取り組みの進捗・達

成状況を除く政策では、達成に大きく近づいている（「達成した」「達成に向けて相当な進展が

あった」）取り組みが半数以上の割合を占めています。 
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２．町民意識調査の結果  

前期基本計画における各施策の取り組みの成果や進捗状況について町民意識調査を通じ

て得られた満足度と期待度から分析し、各施策の今後の方向性を検討するために参考としま

した。各施策の取り組みに関する満足度と期待度について、町民意識調査の結果は以下のと

おりであり、「地域医療」「高齢者福祉」「産業振興」「公共交通システム」「子育て支援」「子育て

環境」「居住環境」「土地利用」「農林漁業」の９施策が、現在の取り組み内容や方法を見直し、

町民の満足度を高める取り組みが必要である“強化領域（満足度が低く、期待度が高い）”とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの住みやすさについて、町民意識調査の結果は以下のとおりであり、住みよい（「住み

よい」「まあまあ住みよい」）と感じている町民は半数程度の割合を占めています。また、まちの

住みやすさに関して、地域別の結果では、中竜門地区を除くすべての地域で、住みよい（「住

みよい」「まあまあ住みよい」）と感じている町民が半数以上の割合を占めています。 
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ただし、町民の定住意向（吉野町で暮らし続けたいとする意向）では、一般住民で６１％、中

学生では２０％と、特に中学生の定住意向が非常に低位な状況にあります。中学生の暮らし続

けたい理由では、自然が多く環境が良いこと、災害や犯罪が少なく安全であることや住み慣れ

ていて愛着があることが上位に上がっています。反面、暮らし続けたくない理由では、買い物

など日常生活が不便であること、道路や電車・バスなどの交通が不便であることや働く場所が

あまりないことが上位に上がっています。産業振興（雇用の確保）、居住環境や公共交通につ

いては、町民意識調査においても町民の満足度を高めていく取り組みが必要である“強化領

域（満足度が低く、期待度が高い）”となっています。 

定住条件の改善のためには、町民の定住意向を阻害する要因を除去する事が重要であり、

施策推進の重点化を図りつつ、暮らしやすさを追求していくことが、今後のまちづくりの重要な

課題となっています。 

 

 ◆吉野町民の定住意向◆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学生アンケート調査結果 ○吉野町民意識調査結果 

※中学生アンケート調査（平成 27年 2月実施）：吉野中学校全生徒対象（配布数１４６名）、回答者数１４２名、回答率９７％ 

※吉野町民意識調査（平成 26年 7月実施）：町内在住者１，５００名を無作為抽出（町内在住・満１８歳以上を対象）、回答者数８６０

名、回答率５７％ 
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第５節  社会情勢の変化と吉野町の現状・課題  

    前期基本計画期間（平成２３年度から平成２７年度までの５年間）における社会情勢の変化

と本町の現状・課題は以下の５つに整理できます。このような社会情勢の変化と本町の現状・

課題を踏まえて、後期基本計画を策定しています。 

1. 人口減少・少子高齢化の現状  

【国の動向】 

わが国は、２００８年をピークに人口減少の局面に入り、今後さらに人口減少が進行すると言

われています。加えて、地方と東京圏の経済格差拡大等が、若い世代の地方からの流出と東

京圏への一極集中を招いており、地方の若い世代が、過密で出生率が極めて低い東京圏を

はじめとする大都市部に流出することにより、日本全体としての少子化、人口減少に繋がって

います。人口減少、少子高齢化により、地域の活力低下や年金、医療、福祉など社会保障費

の増大、人口減少による税収減などにより、地方自治体の財政状況の悪化が予想されるなど、

多方面にわたる影響が考えられ、その対応が求められています。国においては、人口減少と

地域経済縮小という課題を克服するため、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定され、人口

減少の歯止め、「東京一極集中」の是正への取り組みが始まりました。 

  【吉野町の現状と課題】 

本町では、平成２３年度を初年度として策定した「第４次吉野町総合計画」において、平成３

２年度の将来人口を７，５００人と想定し、前期基本計画に掲げる各種施策を進めてきました。 

しかしながら、本町の人口は若者を中心に一貫して減少を続け、平成１７年１０月１日現在で

は９，９８４人だった人口が、平成２２年１０月１日現在には８，６４２人にまで減少し、その後も減

少傾向に歯止めがかからない状況です。 

国立社会保障・人口問題研究所（平成２５年３月推計）によると平成３２年の人口は６，７３４

人になると想定されています。年齢別人口構成においても、老年人口比率は平成３２年に４９．

９％とさらに増加し、年少人口比率は５．８％まで減少し、生産年齢人口においても４４．３％に

減少するなど、少子高齢化がさらに進むことが予想されています。 

本町においても、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえて、平成２７年度

に「吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少という課題に対して取り組みを

進めていきます。 

        

○本町の人口ピラミッド（平成 22年国勢調査、8,642人） 

◆吉野町の人口（平成２２年国勢調査時点８，６４２人） 

年齢階層 人数 割合
年少人口（0～14歳） 627 7.3%
生産年齢人口（15～64歳） 4,681 54.1%
老年人口（65歳以上） 3,334 38.6%

年齢階層 人数 割合
年少人口（0～14歳） 390 5.8%
生産年齢人口（15～64歳） 2,984 44.3%
老年人口（65歳以上） 3,360 49.9%

◆吉野町の人口（平成３２年社人研推計６，７３４人） 
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◆本町の年代別（若年層を中心とした）転出超過の状況◆  

   出所：国勢調査 

 

◆年齢３区分別人口推計（平成１２年～平成５２年）  

  

出所：国勢調査、国立社会保障人口問題研究所（平成２５年３月推計） 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績値 推計値 
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2. 安全・安心に対する意識の高まり 

【国の動向】 

平成２３年３月に発生し、甚大な被害をもたらした東日本大震災と、それに起因する原子力

発電所の事故は、防災のみならず、地域社会や地域とのつながり、絆の大切さが見直されるき

っかけとなりました。今後、発生が予測されている南海地震をはじめ、近年の異常気象を背景

としたゲリラ豪雨や台風などの自然災害に対する安全対策やインフラの老朽化対策などは全

国の自治体において喫緊の課題となっています。  

【吉野町の現状と課題】 

本町近郊においても、平成２３年に発生した台風１２号による豪雨（紀伊半島大水害）など、

自然災害が発生しています。このような自然災害に対して、町民が安全安心に生活を送ること

ができるよう、町総合防災訓練の実施や、防災講演会を開催し、町民の防災意識の高揚を図

るほか、吉野町地域防災計画を改正し、各大字での地区防災計画の策定を進めるなど、防災

対策の強化を進めているところです。  

また、災害時に被害を最小限にとどめるため、新たな「減災」という考え方と、それに基づく

行動が重要となってきていることから、「自助」「共助」「公助」のそれぞれの役割を明確にし、個

人や地域でできる「減災」対策を立てるなどの取り組みを進めていくことが必要となっています。 

３．経済・雇用環境の変化  

  【国の動向】 

経済のグローバル化の進展や、東アジア各地域の経済成長と産業構造が高度化する中で、

東アジアや環太平洋地域を中心とした生産ネットワークの構築や経済連携の動きが活発化し

ています。技術力を活かした産業の高付加価値化を進めるとともに、国内各地域の成長力や

競争力の強化に繋げていくことが必要となっています。また、国内の雇用環境については、依

然として厳しい状況が続いています。 

  【吉野町の現状と課題】 

本町においては、人口急減に直面しており、人口減少が労働力人口の減少や消費市場の

縮小を引き起こし、さらなる経済規模の縮小が懸念されるところであり、日常の買い物や医療

など町民の生活に不可欠な生活サービスをいかに確保していくかが課題となっています。これ

らの課題に取り組むため、本町の独自性を活かし、その潜在力を引き出すことにより多様な地

域社会を創り出していくことが必要です。  

本町では、世界遺産に登録されている吉野山を中心とした観光関連産業や、日本三大人

口美林と称される吉野杉・桧を活用した林業、製材業、吉野材の端材を利用した割り箸産業、

１，３００年の歴史を有する手漉き和紙産業など、地域資源を活かした産業が今なお根付いて

います。本町が、将来に渡り、活力ある地域として発展していくためには、これらの歴史、伝統

文化・産業、自然などの地域資源を掘り起こし、それらを活用していく取り組みを進めていくこ

とが必要不可欠です。また、町民の定住意向を阻害する要因に上げられている雇用環境につ

いては、魅力ある地域産業づくりを進め、安定した雇用を創出するとともに、特に次世代を担う

若者が働きたいと感じる職場環境づくりが必要となっています。 
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４．住民参画の拡大と協働の取り組みの進展  

  【国の動向】 

今後、少子高齢化の一層の進展とともに、国・地方を問わず厳しい財政状況が継続する中

で、社会の成熟化も進み、住民のニーズが一層多様化・高度化することが予測されます。その

ような中、国民の社会への貢献意識の高まり、価値観の多様化等により、ＮＰＯ法人の認証数

は増加傾向にあり、災害時等のボランティア活動も広がりを見せています。こうした状況を背景

に、従来、行政が担ってきた範囲において、新しい公共としての役割をＮＰＯ、ボランティア団

体、事業者等、多様な主体が担い、住民参画の拡大及び協働による取り組みが各地域で広

がっています。 

  【吉野町の現状と課題】 

本町においても、町民が未来に希望を持ち、笑顔あふれるまちづくりを推進するためには、

町民参画や協働、町民本意によるまちづくりを推進することが強く求められています。本町で

は、「吉野町まちづくり基本条例」を策定し、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を実現

するため、基礎的コミュニティ※１をはじめ、ボランティア団体やＮＰＯ等の活性化と、それを基礎

にした地域における自治の実現に向けた取り組みを進めていくところです。また、この条例で

は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために多様な主体で

構成される自治協議会の設置を可能としています。 

５．地方分権の進展と行財政改革の必要性  

  【国の動向】 

国と地方の関係を対等な立場で対話のできるパートナーシップ型に転換し、住民に身近な

行政は、地方自治体が主体的かつ総合的に担うといった「地方分権」の改革が進められてい

ます。また、地方自治体が単独ですべての行政サービスを担うことがより難しくなると予想され

ることから、近隣市町村と広域的な連携を進める必要性が高まっています。さらに、地方の税

収減少により、全国的に地方交付税の需要額の増加が予想されますが、原資となる国税収入

も落ち込んでいる傾向にあります。 

  【吉野町の現状と課題】 

本町では、吉野町第２次行財政改革プログラムを年度末に進捗確認・次年度の目標設定を

行い、早期に次の対策を講じることができるしくみに移行しました。また、事務事業評価制度の

導入により、業務改善に取り組んでいます。 

今後は、これまで以上に厳しい財政運営を想定しつつ、町のビジョンを明確に持ち、選択と

集中の考え方をさらに浸透させて戦略的に施策や事業を進めていく必要があります。また、吉

野町まちづくり基本条例においても、町政の企画立案、実施及び評価のそれぞれの段階にお

ける情報を町民に分かりやすく説明することを町の義務として位置付けています。そのため、

町は、町行政が効率的、効果的に運営されているかどうかを評価、改善できるよう、マネジメン

トサイクル※２を構築していく必要があります。 

 

 

 
  ※１ 基礎的コミュニティ：吉野町まちづくり基本条例において、区・町内会・自治会の範囲の地域における住民自治のしくみと 

位置付けています。 

  ※２ マネジメントサイクル：効果的な管理を行うための手順のこと。 
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第２部 基本構想 
第１章  基本構想の概要  

第１節  まちの将来像  

本町は、水と緑に恵まれた自然豊かなまちで、また記紀の頃より幾度となく歴史の表舞台に

登場するなど、歴史・文化に恵まれたまちです。 

清流吉野川や宮滝遺跡、吉野山の桜、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」

などに代表される豊かな自然や長い歴史の中で伝えられてきた歴史文化資源、またそれらの

営みの中で培われてきたまちを支える産業など、先人たちが創意工夫を重ねて残してくれた

数多くの財産は、全国にその名を知られ、多くの人々からの憧憬を受け、日本人のこころの源

流が今なお息づくまちとして、吉野ブランドを形成してきました。 

これらの連綿と受け継がれてきたかけがえのない財産に自信と誇りを持ち、新しいまちづくり

に活かすとともに、この財産を良好な形で後世に引き継いでいくことが私たちの使命です。 

また、誰もが生涯を通じて、健康で生き生きと暮らすことのできる地域社会の実現を目指す

ため、本町の将来の目標を次のとおり設定しています。 

 

  

  

 

 

 

 

第２節  まちづくりの方向  

政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 

    過疎化、少子高齢化が進展する中で、安心して子どもを産み、育てることができ、誰もが健

康で生きがいが持てる充実した生活を送ることができる地域社会の実現を目指します。 

    本町の未来を担う子どもたちが、就学前教育や保育環境の充実をはじめ、のびのびと健や

かに育つ環境づくりを進め、すべての町民が生涯にわたって学習できる環境を整えます。 

    高齢化が進む中で、誰もが自立した生活を送られる生活環境の実現を目標として、保健・福

祉・医療の充実や連携を強化し、地域全体で支え合う福祉のまちづくりとともに、適切な社会

保障制度の運営を推進します。     

政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり 

    豊かな自然環境を守り、クリーンエネルギーの導入や農産物の地産地消を推進し、生活環

境の保全と地域経済の活性化の両立を図り、持続可能なまちづくりを進めます。 

    地場産業の活性化や新産業創出を促進するとともに、林業や商工業、観光業との連携を促

進します。 

    吉野山や津風呂湖、宮滝、国栖など、町内各所に点在する豊かな観光資源のネットワーク

化を進め、滞在型・体験型の観光振興を推進するとともに、地域間交流を進めます。 
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政策３ 安全安心で快適なまちづくり 

    消防・防災・交通安全対策等の充実、防犯体制の確立を図り、地域の中でともに支え合う共

助のしくみを整え、誰もが生涯にわたって安心して暮らせる地域社会の構築を目指します。 

    また、道路や上下水道などの都市基盤の充実を図るとともに、バス等の公共交通の充実や

景観保全、適切な土地利用の推進等により、誰もが快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

政策４ みんなでつくる吉野町  

    地方分権や地域主権改革が本格化する中で、行政には、町民との協働によるまちづくりや

自立した効率的で透明性の高い行政経営が求められています。 

    このような要請に対応していくため、町民への積極的な行政情報の提供や参画機会の充実

などの新たなしくみづくりを進めるとともに、町民の主体的なまちづくり活動への支援策を充実

し、町民と行政の協働によるまちづくりを積極的に推進します。 

    また、少子高齢化や厳しい財政環境、多様化する町民ニーズに対応するため、町民の視点

にたった簡素で効率的な行政組織を構築し、町民満足度の向上を目指します。 
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第３節  後期基本計画最終年度（平成３２年度）における将来推計人口の設定  

本町では、平成２３年度を初年度として策定した「第４次吉野町総合計画」において、平成３

２年度の将来人口を７，５００人と想定し、前期基本計画に掲げる各種施策を進めてきました。 

しかしながら、国立社会保障・人口問題研究所の推計値と現行の総合計画の将来推計人

口を比べると、総合計画の最終年度の段階において、計画の推計人口が社人研推計値を下

回っています。 

本町の高齢者が多く、若い世代が著しく少ないという人口構造を見ると、この構造を大きく変

えるには相当長い期間を要することから、今後も人口減少は避けがたいものとなっています。 

本町では、子育て支援の充実や高齢者等の福祉・健康や生きがい増進対策の推進を効果

的に実施するとともに、産業振興や定住促進などを積極的に推進することにより、後期基本計

画の最終年度にあたる平成３２年度の将来人口を７，０００人程度に設定し、まちの将来像「い

のちが輝き笑顔あふれる吉野町」の実現を目指します。 

 

◆人口推計（平成１２年～平成５２年） 

 

 出所：国勢調査、国立社会保障人口問題研究所（平成２５年３月推計）、吉野町人口ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 推計値 
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第２章  まちづくりの基本施策（施策の大綱）  

前期基本計画の施策の進捗状況結果を踏まえた施策の大綱は、以下のとおりです。 

 

  

  

 

 

 

  

政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり 

 

【基本施策４】 

みんなで支えあう福祉のまちづくり 

【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１】 

未来を担う子どもの育成 

【基本施策３】 

生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

①子育て支援の充実 

②学校教育の充実 

③地域ぐるみでの健全育成 

①社会教育と生涯学習の推進 

②社会体育と生涯スポーツの推進 

③世界遺産・歴史文化の保全と活用 

④人権が尊重されるまちづくり 

①健康づくり事業の充実 

②高齢者等の生きがい・健康づくりの推進 

③地域医療の充実 

①高齢者福祉の充実 

②障がい者福祉の充実 

③地域福祉活動の充実 

④社会保障制度の円滑な運営 

政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり 

 

【基本施策３】 

地域資源を活かした観光・交流の促進 

【基本施策１】 

豊かな自然と恵まれた環境の保全 

【基本施策２】 

吉野の魅力を活かした産業の振興 

①自然環境の保全・保護 

②廃棄物の適正な処理 

③低炭素社会の充実への取り組み 

①農林漁業の振興 

②商工業の振興 

③木材関連産業の振興 

①魅力あふれる観光の振興 

②地域間交流と定住の促進 

【  施  策  】 

【  施  策  】 
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政策４ みんなでつくる吉野町 

 

政策３ 安全安心で快適なまちづくり 

 ①地域防災力の向上 

②消防・救急体制の充実 

③交通安全・防犯対策の推進 

【基本施策１】 

安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

【基本施策２】 

生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

①安全で快適な道路・河川の整備 

②安全で快適な上下水道の整備 

③利便性の高い公共交通システムの構築 

④安全で快適な居住環境の整備 

⑤地域特性を活かした土地利用の推進 

【基本施策１】 

住民参加と協働のまちづくりの推進 

【基本施策２】 

効率的で効果的な行政経営の推進 

①協働のまちづくりの推進 

②住民参加と開かれた町政の推進 

①財政健全化と行財政改革の推進 

②職員の人財育成 

③住民目線の行政経営とマネジメント体制の構築 

【  施  策  】 

【  施  策  】 
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第３部 後期基本計画 
第１章  後期基本計画の概要  

第１節  後期基本計画策定の趣旨と計画期間  

1. 後期基本計画策定の趣旨  

この基本計画は、基本構想に定めた将来像や政策の実現のため、本町における現状と課

題を踏まえ、計画期間中に取り組むべき施策推進の方向や施策の体系を明らかにするもので

す。 

2. 後期基本計画の期間  

この計画の期間は、平成２８年度（２０１６年度）を初年度とし、平成３２年度（２０２０年度）を目

標年次とする５年間とします。 

 

第２節  後期基本計画の構成  

この計画は、吉野町の施策の進捗状況や諸課題を反映させるとともに中期的な財政見通し

を踏まえて、分野別計画及び重点プロジェクトで構成しています。分野別計画は、４政策、３５

施策から構成され、政策は「政策１ 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり」「政策２ 自然・環

境・産業が調和した持続可能なまちづくり」「政策３ 安全安心で快適なまちづくり」「政策４ み

んなでつくる吉野町」の４つに区分しています。「政策４ みんなでつくる吉野町」は、そのほか

の政策の取り組みを進めていくため、安定的に維持していく必要がある“基盤”として位置づけ

ています。 

また、施策は「子育て支援の充実（子育て分野）」「学校教育の充実（学校教育分野）」等の 

３５の行政分野ごとに、具体的な取り組み方針等を記載しています。 

さらに、分野別計画の枠組みでの取り組みだけではなく、この計画の計画期間内で特に力

を入れる必要がある取り組みを重点プロジェクトとして掲げ、積極的に進めていきます。 
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第３節  ４つの重点プロジェクト（基本目標）の設定  

国において、わが国が直面する人口減少克服・地方創生という構造的な課題に取り組む

ため、まち・ひと・しごと創生本部が設置され、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目

指すべき将来の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び、これを実現する

ため、今後５か年の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を提示する「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」が策定されました。 

 国の総合戦略においては、人口減少と地域経済縮小の悪循環というリスクを克服する観

点から、東京一極集中を是正する、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、地域

の特性に即して地域課題を解決するという基本的な視点の下、まち・ひと・しごとの創生と好

循環の確立により、活力ある日本社会の維持を目指すとされています。 

 

本町では、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における基本的な考え方や政

策５原則、４つの基本目標に重点を置き、本町独自の４つの基本目標を設定した「吉野町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。この計画は、本計画の第２章で述べた、吉野

町の最大の課題である人口減少、少子高齢社会に対応するため、施策横断的な視点から、

具体的な取り組み方針を示しており、本計画との関係性を意識した施策展開が必要です。 

 

このように「吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は第４次吉野町総合計画後期基本計

画の中でも重点的に対応しなければならない、人口減少、少子高齢社会への対応策をとり

まとめた計画であること、人口減少、少子高齢社会への対応は、１つの施策分野で解決でき

る課題ではなく、施策横断的、全庁的な取り組みが必要であることから、本計画では、「吉野

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標を「重点プロジェクト」として位置付けます。 

 

◆「まち」「ひと」「しごと」創生と好循環の確立◆ 

地域内外の有用な人財を積極的に確保・養成し、「ひと」が「しごと」をつくり「まち」に活力を

作り出す、「しごと」が「ひと」を呼び込むなどの好循環を確立することにより、町民一人ひとりが

輝き笑顔あふれる吉野町の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひと」
の創生

「しごと」

の創生

「まち」
の創生

○本町の人口ピラミッド（平成 22年国勢調査、8,642人） 

好循環 

 「ひと」の創生 

 地域人財の養成と定着 

 地域内外の有用な人財確保 

 定住・移住促進 

 未来を担う子どもたちの郷土愛の醸成 

 「まち」の創生 

 地域の絆の中で心豊かに生活でき、子どもを産み育てられる安全安心な社会環境確保 

 受け継がれてきた保有資産（歴史、伝統文化、自然環境）継承 

 町民、議会、行政がそれぞれの役割を担い、連携し、協働し町民主体のまちづくり 

 「しごと」の創生 

 地域産業の担い手確保 

 基幹産業の強化 

 地域資源の発掘・研き 

 地域関連産業の起業創業 
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◆重点プロジェクトの基本方針◆ 

○まちの全体最適思考を基礎とし、町民と町が一体となり、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指す。 

○単に「人口減少」だけを注視するのではなく、心豊かな生き方・暮らし方を重視する地方創生を目指す。  

◆重点プロジェクト（４つの基本目標）◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ

地域経済を活性化し、安定した雇用を創出する

①地域産業の担い手確保と地域人財の養成

②基幹産業の強化による地域経済の活性化

③地域資源の発掘・研きによる地域経済の

活性化

④地域産業に関連する起業・創業支援による

地域経済の発展

基本目標Ⅱ

地域のなかで安心して暮らし続けることができるまちづくり

①みんなで支え合い安心して暮らせる

地域社会の形成

②いきいきと暮らすことができる健康長寿

社会の形成

③地域における女性の活躍推進

④郷土愛・愛着心の醸成

基本目標Ⅲ

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

①安心して子育てできる環境整備

②結婚・出産・子育て支援の充実

③子育てと仕事の両立支援

基本目標Ⅳ

新しいひとの流れをつくる

①定住・移住の促進

②若い世代の転出の抑制・歯止め

③交流人口の拡大

○基本目標Ⅰ 主な５年後の目標： 

町内総生産額（H24）22,819百万円 

→ （目標値）20,000 百万円 

○基本目標Ⅱ 主な５年後の目標： 

自主防災組織率（H2７）96.5％ 

 → （目標値）99.0％ 

○基本目標Ⅲ 主な５年後の目標： 

合計特殊出生率（H22）1.1人 

→ （目標値）1.29 人 

○基本目標Ⅳ 主な５年後の目標： 

人口の社会減少数（H26）△139人 

→ （目標値）△90 人以内 
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第４節  今後の財政見通し 

１．財政の見通し 

国の税制度や財政対策がめまぐるしく変化している今日において、今後の財政状況を見通す

ことは大変難しく、また昨今の経済情勢からも大幅な歳入の伸びを見込むことは難しい状況にあ

ります。 

このような中でも、本町が今後とも真に必要な住民サービスの水準を確保しながら、将来にわ

たって持続的に発展するためには、健全で安定した行財政運営の確保が不可欠であることから

中期財政計画を策定しました。この中期財政計画は、第４次吉野町総合計画における後期基本

計画の確実な推進に向け計画期間中の財政状況の推計を行いながら、本町財政の全体的な

枠組みを示すものとなります。 

 この中期財政計画は、策定時点において見込むことができる種々の要素を検討に加えながら、

現行制度をもとに、これまでの増減比率などを考えあわせて作成したものです。 

そのため、経済状況や国の制度改正などに大きく影響を受けるため、そうした変化に応じて見

直しを行っていきます。 

 

◆歳入歳出の推移について◆ 

【歳入】 

①町税については現行制度をもとに、平成２７年度決算見込をもとに過去の減少率を勘案し推

計しています。 

②地方交付税については、町税等の動向や過去の実績を踏まえ算定しています。 

③国庫支出金・県支出金については、現行制度を基本に、過去の実績を踏まえ算定していま 

す。 

④町債については、各施策における主要な事業及びその他の投資的事業の財源として発行額 

を推計し、さらに臨時財政対策債を見込んで推計しています。 

【歳出】 

①人件費は、今後５カ年の定年退職者数と組織の持続性を堅持するための必要最低限の新規 

採用者数を見込み、普通会計に属する職員の積み上げにより推計しています。 

②扶助費については平成２７年度における子育て支援や高齢者対策等の国、県及び町の制度 

等を基本に過去の実績を勘案し推計しています。 

③物件費及び維持補修費については、行財政改革による業務の効率化を図り、計画期間を通 

じて継続的な削減を見込んでいます。 

④補助費、公債費及び積立金については、過去の実績等を参考に推計しています。 

⑤投資的経費については、各施策における主要な事業を行うことを想定しています。 
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※  普通会計を対象としています。 

※１ 分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が含まれます。 

※２ 地方譲与税、各種交付金が含まれます。 
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２．財政指標の推移について 

経常収支比率に関しては、９５％から９６％と高い推移ですが、横ばいとなっています。将来負

担比率は、平成３０年度までは減少傾向にありますが、その後増加が見込まれます。実質公債

費比率に関しては、平成３０年度以降上昇することが見込まれます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

後期基本計画期間内の歳出計画額は、繰入金を除く歳入計画額を上回っており、各種基金

を取り崩しながら事業を行う計画となっていることから、歳入の状況によっては、事業の優先度に 

より実施時期、事業の規模等について、十分に検討する必要があります。 

なお、中期財政計画をもとにした計画期間内の財政指標の推計値は、いずれも財政健全化

判断基準の範囲内となっています。 

財政の状況認識を踏まえ、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立し、計画期間内の各施

策を実現していくために、計画的かつ健全な行財政運営を実行していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●経常収支比率とは 
   経常的経費に充当された一般財源の額が、経常一般財源に占める割合 
●将来負担比率とは 
  普通会計が将来負担すべき負債総額の標準財政規模に対する割合 
  ３５０％を超えると早期健全化団体となる 
●実質公債費比率とは 
  普通会計が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する割合 
  ２５％を超えると早期健全化団体となる 
  ３５％を超えると財政再生団体となる 
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第２章  分野別計画   

第１節  分野別計画の構成  

   見開き左ページには、各施策の基本方針（５年後に実現したい姿）と具体的な目標（指標）、

役割分担について掲載しています。後期基本計画では、施策分野ごとに５年後に実現したい姿

を目標として掲げ、かつ、目標に対する「個人でできること」「地域でできること（町内会・自治会

レベル）」「地域でできること（自治協議会レベル）」「行政が担うこと」のそれぞれの役割分担を示

しています。見開き右ページには、各施策の現況と課題、今後５年間の行政の主な取り組みを

掲載しています。 

   施策分野ごとに町民・地域・行政がどのような取り組みを行い、どのような状態を目指している

のかが誰にとっても分かりやすいよう、以下の構成としています。 

 

 ◆各施策紙面の見方（例：施策名「学校教育の充実」）◆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方針（５年後に

実現したい姿） 

町民、地域、行政がともに５年

後に実現を目指すまちの姿、

行動などを示しています。 

具体的な目標（指標） 

「５年後に実現したい姿」に向

けて、その達成度合いを測るも

のさしであり、数値化が可能な

指標として、各施策で代表的な

ものを設定しています。 

役割分担 

「５年後に実現したい姿」の実

現に向けて、「個人でできるこ

と」「地域でできること」「行政が

担うこと」のそれぞれの役割を

示しています。 

「地域でできること（自治協議会

レベル）」については、将来各

地域で組織化された際に期待

される役割を記載しています。 

見開き左ページ 
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見開き右ページ 

施策の現況と課題 

吉野町において、前期基本計

画期間における各施策の取り

組みなどを踏まえた現況と今後

取り組んでいかなければならな

い課題を示しています。 

主な取り組み 

後期基本計画期間中（今後の

５年間）での行政の主な取り組

みを示しています。「５年後に

実現したい姿」に向けて、行政

が自らの役割として主体的に

実施する主な取り組みを示して

います。 

用語解説 

施策ごとに分かりにくい用語に

ついて、説明しています。 
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〔このページは余白です。〕 
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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） 

子どもと親がとも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。義務教育終了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。また、子どもと親が安心して、学べる・

遊べる・集える環境を整えます。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 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、積極的に地域と関わり、子育て等について

学ぶ。 

 個々の立場で子育て家庭に関わり、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。 

 妊婦を対象とした相談窓口及び、医療機関との連携を充実する。 

 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。 
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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り組みを進めてお

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。 

●子育て家庭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。 
 

✿主な取り組み 

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、妊婦を対象とした相談充実、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

家庭を支援する取り組みを行います。 

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もとに、一貫した教育・保育を

行い、就学前乳幼児の育児を継続的・効果的に支えます。また、吉野町の特徴を活かし「木と触れ合い、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。 

５． 子どもと親が安心して集える場所づくりを進めます。 

子どもと親が安心して学べる・遊べる・集える場所として、こども園及び学校施設の開放推進と周知を図るほか、

既存の施設を活用した環境整備を図ります。 
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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、地産地消を取り入れた給食と食育の推進など安全安心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立

てて策定し、保護者・地域・学校・行政が連携し、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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 
家で１日当たり３０分以上読書

する児童・生徒の割合 
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・生徒の割合 
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、回避能力を身に付ける。 

 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に参加

する。 

 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。 
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✿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り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、情報教育機器を更新したり、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。 

＜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。 
 

✿主な取り組み 

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、支えていく気運を醸成するため、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

ること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付け、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、小学校全児童に情報通信機器を配布するなど、

ＩＣＴ教育※１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ことができるよう必要な支援を行います。各学校では、図書室の図書の充実を図るほか、読

書の時間を設けるなど、子どもたちが読書習慣を身に付ける取り組みを推進します。 

３．教育相談体制を充実させます。 

子どもたちが、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．安全安心な給食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

味わうことができるよう、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、安全安心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．安全安心で地域に開かれた学校づくりを推進します。 

子どもたちが安全安心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。 
 

 

 

※１ ＩＣＴ教育：情報通信技術（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）教育のことで、デジタルテレビや教員用コン

ピューター、インターネット環境下での学生用タブレット端末などを用いた学校教育のこと。 
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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（Ｈ２６） 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

盟団体数） 
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向けて、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。 
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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に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。 
 

✿主な取り組み 

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合わせ、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取り合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。  

青少年健全育成に向けて各関係機関で取り組みがなされており、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気運を醸成します。 
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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 

１－２－１ 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、持続的な活動が可能となるしくみを構築し、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（Ｈ２６） 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 中央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 

教育委員会調べ（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付け

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

え合う関係を構築する。 

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。 
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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

ルへの移行につなげていける内容で企画を行う必要があります。 

●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。 
 

✿主な取り組み 

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、活動機会の充実に向け社会教育

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、吉野宮滝野外学校、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、自然との触れ

合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 

１－２－２ 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※１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（Ｈ２６） 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、健康増進に向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に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・生涯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。 
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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。 
 

✿主な取り組み 

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り組みを支援します。 

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※１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※１とし

てさら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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 指定管理者（制度）：公の施設（体育館や公園など）を市町村が指定する民間等の法人・団体（指定管理者）に管理させること

によって、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的とする制度。 
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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 

１－２－３ 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まちの宝です。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、理解を深めることができるよう、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

においては、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（Ｈ２６） 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 教育委員会調べ 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） 
教育委員会調べ 

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。 
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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。 
 

✿主な取り組み 

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、保全の気

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の実証実験を行い、『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」の取り組みの一環として、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 

１－２－４ 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向けた取り組みにより、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

人ひとりが心豊かに安心して暮らせる「人権のまちづくり」の創造に向けた取り組みを推進しま

す。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 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） 
 一人ひとりの姿を通して、お互いに認め合い、支え合う関係を醸成する。 

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  人権尊重に向けた情報提供や、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り組みにより、一人ひとりの人権意識・人権感覚は高まり、互いに尊重し合い、

寄り添い合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２

６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

連携して取り組みを推進し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、取り組みを進める必要があります。 
 

✿主な取り組み 

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、職員一人ひとり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り組みを通して、一人ひとりの個性や人格、生き方が尊重される人権の

まちづくりに連動する取り組みを推進します。また、同和問題解決に向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「なかまとともに」等を活用し、差別を許さず、差別をなくす意欲と実践力を身に付け、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向け研修を実

施します。 

４． 人権のまちづくりに向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、一人ひとりの人権課題に向き合った人権教育を推し進めるために

「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、認め合い、支え合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。 
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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 

１－３－１ 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※１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（Ｈ２６） 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※１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もち、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もち、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向けて取

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 健康寿命：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のこと。奈良県では、６５歳平均自立期間が採用され

ています。  
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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気運を醸成する

ことが必要です。 
 

✿主な取り組み 

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・大腸がんは検診による早期発見が期待でき、治療への効果が高いため、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気運を醸成します。 

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。 
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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 

１－３－２ 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も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、高齢者の方々がも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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ サロン開設数 長寿福祉課調べ ３４ヶ所 ４０ヶ所 

２ サロン参加登録者数 長寿福祉課調べ 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。 
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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もち、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関わらず、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。 
 

✿主な取り組み 

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併せて、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については、主に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。 
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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 

１－３－３ 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※１体制を確立し、１次救急※２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。 

また、町の子育て支援策と連動し、妊婦を対象とした相談体制を充実するほか、妊娠期・周

産期・産後のそれぞれの段階において、南奈良総合医療センター・県立医大と連携し、安心し

て子どもを産める環境を整えます。 

さらに、地域包括ケアシステム※３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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 地域医療の充実・満足度 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もつ。 

 医療に関する正しい知識をもち、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、健康づくりの気運を高める。 

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※２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。 

 子育て支援策と連動し、安心して子どもを産むことができる環境づくりを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ２次救急：入院や手術を要する症例などの重症患者に対応する救急医療。 

※２ １次救急：入院や手術を伴わない医療であり、かぜによる高熱や家庭では処置できない切り傷など、外来で対処しうる帰宅可

能な軽症患者に対応する救急医療。 

※３ 地域包括ケアシステム：高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域で包括的に提供する支援・サービス体制のこと。  
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✿施策の現況と課題 

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り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※２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。 
 

✿主な取り組み 

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ます。また、安心して子どもを産むことができるよう妊娠期と産

後についてのサポート体制を確立するとともに、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※２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※２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※３を構築します。 （１－４－１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もち、かかりつけ医をもつなど、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。 
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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 

１－４－１ 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

上を図ります。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※１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（Ｈ２６） 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 相談のべ件数 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 地域包括ケアシステム：施策１－３－３「地域医療の充実」参照 
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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り組みにあたっては、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。 

●地域住民が、認知症の本人、その家族に対する理解を深め、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。 
 

✿主な取り組み 

１． 地域包括ケアシステム※１を構築します。 

医療・介護・生活支援などについて、町民が主体となって取り組みを進めていくことを目指し、地域ケア会議の

場で多職種の方々で課題を整理したうえで、将来の方向性や具体的な施策を検討し、町は支援を通じてともに取

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※１を構築することで、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。 

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気運を醸成します。

（１－３－１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 

１－４－２ 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全安心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を確立します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 
ホームヘルプサービス利用者

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。 
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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８

３．９％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。 
 

✿主な取り組み 

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、そこが情報交換や相談機能の場となるとともに、生活の

充実や生活リズムを整える役割を担うことで、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。 
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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 

１－４－３ 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安心に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気運を高め、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整えます。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ サロン開設数 長寿福祉課調べ ３４ヶ所 ４０ヶ所 

２ サロン参加登録者数 長寿福祉課調べ ６４６人 ７６０人 

３ 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 
 

✿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。 
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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。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

にその取り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いくことが必要です。 

●ボランティアの育成については、ボランティアの気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

的に気軽にボランティアに参加できるしくみが必要です。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。 
 

✿主な取り組み 

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気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。 
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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 

１－４－４ 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（Ｈ２６） 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１

０年の平均増加率１０５％（４

２５，２５７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、でき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。 
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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。 

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４

０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り組みが必要です。また、受診した方の生活見直しへ

の働きかけも必要です。 

●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強化が必要です。 
 

✿主な取り組み 

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※１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、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。 

 

 

 

 

※１ レセプト点検：保険医療機関または保険薬局から審査支払機関を通じて提出された診療報酬・調剤報酬明細書（レセプト）

が、保険者へ正しく請求されているか点検すること。 
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〔このページは余白です。〕 
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政策２ 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり 

 

基本施策１ 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

基本施策２ 吉野の魅力を活かした産業の振興 

基本施策３ 地域資源を活かした観光・交流の促進 
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基本施策１ 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

２－１－１ 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を行い、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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 自然環境の保全活動数 

生活環境課調べ 

（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」等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。 
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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）※１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。 

 

✿主な取り組み 

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、清掃方法等を改善します。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 

吉野川本支流、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※１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り組みを推進します。 

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まちづくりを推進するため、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。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）：バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）は、植物油（日本では使用済み天ぷら油）を原料とし、メタノー

ルと反応させてメチルエステル化等の化学処理をして製造されたディーゼルエンジン用の液体燃料（軽油代替燃料）のこと。  



63 

 

基本施策１ 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

２－１－２ 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、すべ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（Ｈ２６） 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 
年間一人あたりのごみの排出

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、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進するとともに、マナーアッ

プについて啓発する。 
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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、今後の対応について協議が進められています。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年から新たなゴミ処理施設の稼動を目指した検討も進めていま

す。そのほか、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。 
 

✿主な取り組み 

１． 新たなごみ処理施設の建設を進めます。  

ごみ処理の効率化を図るため、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。 
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基本施策１ 豊かな自然と恵まれた環境の保全 

２－１－３ 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り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※１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（Ｈ２６） 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）※２燃料使用量 

生活環境課調べ 

（町保有車及び委託運行車

両へＢ５燃料の供給量） 

５，４３５ℓ 

（現状値は、Ｂ１００燃料） 
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協力する。 

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※１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。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ バイオマス資源：再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いた資源であり、廃棄物系バイオマス、未利用バイオ

マス、資源作物があります。廃棄物系バイオマスは、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、製材工場残材、

下水汚泥等があり、未利用バイオマスとしては、稲わら・麦わら・もみ殻等があげられ、資源作物としては、さとうきびやトウモロコシな

ど、エネルギーや製品の製造を目的に栽培される植物があげられます。 

※２ バイオディーゼル燃料（Ｂ５・Ｂ１００）：バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）は、植物油（日本では使用済み天ぷら油）を原料とし、メタ

ノールと反応させてメチルエステル化等の化学処理をして製造されたディーゼルエンジン用の液体燃料（軽油代替燃料）のことであ

り、品確法で軽油に５％（Ｂ５と表記）混合したり、１００％（Ｂ１００と表記）で軽油代替燃料として利用したりできます。  
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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・精製したうえで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については、Ｂ１００※２からＢ５※２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。 
 

✿主な取り組み 

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、さら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※１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）※２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することにより、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しくみを普及させ、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。 
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基本施策２ 吉野の魅力を活かした産業の振興 

２－２－１ 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ため、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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 間伐実施のべ面積 
まちづくり振興課調べ 

（特定間伐等促進計画） 
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 

（吉野町鳥獣被害防止計

画） 

４３２ｈａ ３０２ｈａ 

３ 認定農業者数※１ 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・農産物残さを放置しないなど、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、地域と連携して広域的な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。 

 

 

※１ 認定農業者（制度）：農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫

に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者（認定農業者）に対して重点的に

支援措置を講じようとする制度。 
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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・津風呂湖各漁業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。 

●商品開発や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。 
 

✿主な取り組み 

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

画への取り組みを推進します。また、特定間伐等を実施した森林の情報を収集したうえで、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、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

と連携しながら生産意欲の向上に繋がる取り組みを推進します。 

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。 
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基本施策２ 吉野の魅力を活かした産業の振興 

２－２－２ 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ならびに販売や、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（Ｈ２６） 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、なら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、より正確で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。 
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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り組みが必要です。 

●商工会の職員や商工業振興に資する役場職員の人財育成を進め、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り組みが必要です。 
 

✿主な取り組み 

１． 商工業振興に資する人財育成を進めます 。 

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財育成を実施し、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． 創業及び経営を支援します。   

国や県なら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。 
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基本施策２ 吉野の魅力を活かした産業の振興 

２－２－３ 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、育成した人財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ならびに販売、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（Ｈ２６） 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 
吉野製箸工業協同組合調

べ 

（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※１を利用した木製品の利用に努める。 

 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、木に触れ合い、木に学ぶ取り組みを支援する。 

 関係課が連携し、環境整備と情報発信を行う。 

 事業者との情報共有に努め、より正確で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※１の利用を促進する。 

 

 

 

 

 

※１ 町内産材：本町では、町民が手がけたすべての材を町内産材と定義しています。よって、町内産材には、「ブランド価値（町内

産材）」と「経済波及効果（町内製材）」どちらの意味も含んでいます。  
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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、町内産材※１

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り組みが必要です。 

●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財育成が急務であり、

育成した人財を活用して、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り組みが必要です。 

●良質な町内産材※１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り組みが必要です。 

●子育ての環境に木を取り入れ、木との出会いを大切にし、木に触れ合い、木に学ぶ取り組みを推進し、林業や

木工業の活性化と木育の推進が必要です。 
 

✿主な取り組み 

１．木材関連産業振興に資する人財を育成します。 

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財育成を実施し、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財育成とブランド力向上の取り組みを支援します。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り組みを推進します。さらに、教育・研究・制作の拠点と

なる場を整備して、町内産材※１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．創業及び経営を支援します。 

国や県なら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。 
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基本施策３ 地域資源を活かした観光・交流の促進 

２－３－１ 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※１、着地型※２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、町民がまち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り組みを進めます。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 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醸成する。 

 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醸成する。 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 滞在型（観光）：従来の国内旅行は周遊型観光が一般的だったのに対し、一箇所に滞在し、滞在地で静養や体験型を始めと

したレジャーを楽しむこと、またはそこを拠点に周辺の観光を楽しむレジャー形態のこと。 

※２ 着地型（観光）：主に都会にある出発地の旅行会社が企画して参加者を目的地へ連れて行く従来の「発地型観光」とは異な

り、観光客の受け入れ先が各地域独自のプログラムを企画し、参加者が現地集合、現地解散する新しい観光の形態のこと。 

※３ 森林セラピー：医学的な証拠に裏付けされた森林浴のことで、単に森林浴を行うだけではなく、インストラクターの指導のもと、

さまざまな健康プログラムを行い、精神的ストレスの軽減や、予防医療としての効果を目指した取り組みです。本町は、平成２４年３

月に奈良県内で初めて「森林セラピー基地」として認定を受け、「吉野宮滝万葉コース」と「神仙峡龍門の里コース」を設定していま

す。 
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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※１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、地域住民、観光客や観光事業者のニーズ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り組みが必要です。 

●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。 

 

✿主な取り組み 

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。 

本町がも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

発信する取り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、たくま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※３、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ごとに効果的にプロモーション活動を行います。 

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※１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※２の振興を目指します。 
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基本施策３ 地域資源を活かした観光・交流の促進 

２－３－２ 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」を通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、起業支援制度や資金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（Ｈ２６） 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歳未満の子どもを含む

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溶け込み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充実化等を図る。 

 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。 
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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」の取り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、約５００戸の空き家があることを把握できました。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を把握できたため、定住促進住宅の建設につ

いて検討が必要です。 
 

✿主な取り組み 

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※１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、空き家バンクを通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移住・定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り組みを推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

※１ 地域おこし協力隊（制度）：都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、国が支

援し、地方自治体が「地域おこし協力隊員」として委嘱する制度のこと。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場

産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、そ

の地域への定住・定着を目指します。 
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政策３ 安全安心で快適なまちづくり 

 

基本施策１ 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

基本施策２ 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 
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基本施策１ 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

３－１－１ 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

とともに、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（Ｈ２６） 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もち、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。 
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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。 
 

✿主な取り組み 

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、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。 
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基本施策１ 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

３－１－２ 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設備を充実するとともに、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、安全安心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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 
年間出火件数 

奈良県広域消防組合聞き

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・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。 
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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、

継続した取り組みが必要です。 

●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。 
 

✿主な取り組み 

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１ 安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

３－１－３ 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、すべ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、一人ひとりルールを守り、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り組みを推進し、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（Ｈ２６） 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） 吉野警察署聞き取り結果 ２０ 件 １８ 件 

３ 刑法犯認知件数 吉野警察署聞き取り結果 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。 
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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り

組みを推進する必要があります。 
 

✿主な取り組み  

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ために、ゾ－ン内における走行

速度や通り抜けを抑制する、ゾ－ン３０※１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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ゾーン３０：生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、最高速度３０キロメートル毎時の速度規制

を実施していく区域（ゾーン）のこと。指定により、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等が

図られます。  
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基本施策２ 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

３－２－１ 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、現況を調査したうえで、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

済基盤の発展につな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（Ｈ２６） 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。 
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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ため、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。 
 

✿主な取り組み 

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

確保するために、奈良県とともに、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・協力を図ります。 

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２ 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

３－２－２ 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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 
上水道有収率 

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※１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※２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※２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※２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※２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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 公共下水道認可区域（外）：下水道の事業を行おうとする区域（公共下水道認可区域）とそれ以外の区域（公共下水道認可区

域外）のこと。 

※２ 供用開始区域：公共下水道が整備され、浄化センターで汚水を処理することができる地域のこと。 
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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り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。 
 

✿主な取り組み 

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。  

供用開始区域※２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り組みとして、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り組みを進めます。 

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。 

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※１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２ 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

３－２－３ 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バス（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（Ｈ２６） 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 

２．８３回 ３．００ 回 

 

✿役割分担 

個人でできること  自分達のコミュニティ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

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。 

 コミュニティ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コミュニティ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。 

 コミュニティバスの主要幹線は、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コミュニティバス利用者も減少するため、利用者のニーズを把握したうえ

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

野に入れたコミュニティ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、川上村コミュニティ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。 
 

✿主な取り組み 

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コミュニティ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、病院や鉄道につな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ュニティバスを運行し、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． コミュニティバスの多目的利用を促進します。  

平成２５年度からコミュニティバスを利用した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。 
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基本施策２ 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

３－２－４ 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、安全安心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（Ｈ２６） 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のう

ち、実入居室数の割合 
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・改修の啓発活動ならびに支援を行う。 
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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。 
 

✿主な取り組み 

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。 
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基本施策２ 生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

３－２－５ 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まち並み景観など、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に土地利用計画の策定を進めます。また、市街

化区域※１において、歴史的まち並みを保全し、空き家利用を推進します。さらに、市街化調整

区域※２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※２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（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 

農用地耕作利用率 

まちづくり振興課調べ 

（吉野町農業振興地域整備

計画） 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 市街化区域：計画的な整備や開発により市街化を促進する区域で、道路・公園などを重点的に整備し、住み良い都市環境づ

くりを進める区域のこと。 

※２ 市街化調整区域：市街化を抑制する区域で、農林業などが営めるような環境保全を進める区域のこと。 
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✿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※２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、吉野町農業振興地域整備計画に基づき生産基盤の整備や特産品を定着させる取り組みを支援したり、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※２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※３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。 
 

✿主な取り組み 

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、吉野町農業振興地域整備

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※３を推進します。 

都市計画区域※４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※２内での小規模な開発

規制が緩和されるよう、市街化区域※１と市街化調整区域※２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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 都市計画：都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、道路・公園・下水道など都市施設の整備や市街化区域・市街化調

整区域の区域区分など、良好な市街地形成を誘導し国土の均衡ある発展を図ることを目的として策定する計画のこと。 

※４ 都市計画区域：都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある地域のこ

と。 
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政策４ みんなでつくる吉野町 

 

基本施策１ 住民参加と協働のまちづくりの推進 

基本施策２ 効率的で効果的な行政経営の推進 
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基本施策１ 住民参加と協働のまちづくりの推進 

４－１－１ 協働のまちづくりの推進 

✿施策の方針（５年後に実現したい姿） 

吉野町まちづくり基本条例のもとで、地域の自主性や個性を活かした町民主体での地域づ

くりを進め、自助、共助、公助の補完性の原則を基本とした協働のまちづくりの基盤を構築しま

す。そのため、地域がもつあらゆる力を結集する地域自治協議会を組織化するとともに、地域

づくり計画の立案により地域の将来像を共有します。 

また、町民公益団体の多様な活動を支援し、町民と行政が互いに持てる力を存分に発揮す

る協働型社会を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 町民公益事業実施団体数 
支援制度活用団体・町登録

団体のべ数 
１８団体 ３０団体 

２ 地域自治協議会の設置数 
条例に規定する地域自治協

会の設置数 
０地域 全地域 

３ 
協働のまちづくり推進に関する

住民満足率 
町民意識調査 １８．０％ ４０．０％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  隣近所とのつながりを大切にし、地域活動にも積極的に参加する。（自治会活動、ボ

ランティア活動の参加・参画、地域自治協議会での活動・支援、生活環境の維持・生

涯学習機会への参加等） 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 自治会などを中心に、地域での行事、催事を開催するなど地域で連帯感を高める。

（伝統行事等の継承・生活環境の維持・隣組単位での防災・防犯活動・自主防災活

動・集会所の維持管理と利活用検討等） 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 自分達の地域のことは自分達で決めて行動し組織化を図る。安全安心、防犯、防災

などの地域課題解決に取り組む。（地域防災・防犯活動・地域資源を活かした地域

づくり・地域環境の維持・暮らしを支える公益的事業の検討と展開・地域福祉活動

等） 

行政が担うこと  地域づくり計画の実現に向けた支援（防災・防犯、高齢者生活支援、地域経済循環

支援、生涯学習の機会の提供・環境保全対策・地域自治団体への財政的・人的支

援） 
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✿施策の現況と課題 

町では、町民と行政の協働のあり方を整理した「吉野町まちづくり基本条例」に基づいて、「協働のまちづくり元

気創造事業ふるさと元気吉野まつり」の開催や、まちづくり推進交付金制度を活用した地域活動などの町民主体

のまちづくりを進めています。また、各地域に地域担当職員を配置し、地域の課題解決の支援など地域に密着し

た活動にも取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●吉野町まちづくり基本条例のもとで、町民の参加・参画を促進し、町民主体の地域づくりを進めるため、基本条

例の理念や基本原則をあらゆる世代へ浸透させる啓蒙普及活動が必要です。 

●地域課題を解決するため、地域活動リーダーなどの人財づくりに取り組み、町民公益活動の持続性を高めるこ

とが必要です。 

●町民全体の催事開催にあたって、さまざまな団体が協働のプラットフォームを構築し、公益活動に向けた共通の

目標をもち、より一層連携・協力できるしくみを作る必要があります。 
 

✿主な取り組み 

１．町民公益活動団体の活動を支援します。 

協働のまちづくり交付金制度を充実させ、地域に根ざした町民主体の公益活動を支援するとともに、公益的起

業を促し、持続可能な取り組みを構築します。また、地域活動のリーダーなどを育成し、町民と行政の協働のまち

づくりに取り組みます。 

２．地域自治協議会システムを構築し、小規模多機能自治を進めます。 

各地域が抱える課題の解決と地域の活性化を目的に、概ね旧小学校区に１つの地域自治協議会を組織化し、

地域づくり計画に基づく町民主体の住民自治システムを構築します。また、地域内経済の循環を目指した組織の

法人化や地域おこし協力隊支援も視野に入れ、小規模多機能自治を進めます。 

３．職員地域担当制度の充実を図り、地域づくりの人的支援を高めます。 

役場の地域担当職員が、町内会・自治会・区長などの代表者と信頼関係を構築しながら、町職員の責務の範囲

内で、町民と一緒になって地域の課題解決や活性化策を一緒に考える取り組みを進めます。 
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基本施策１ 住民参加と協働のまちづくりの推進 

４－１－２ 住民参加と開かれた町政の推進 

✿施策の方針（５年後に実現したい姿） 

吉野町まちづくり基本条例に規定する情報の公開と共有の原則は、まちづくりを進めるにあ

たって、町民・議会・行政が情報を共有し合い、相互理解と信頼に基づき連携・協力していくこ

とを規定しています。情報の収集・管理、個人情報を適正に保護し、広報誌やホームページを

通して情報提供を充実させます。また、審議会の公開や委員公募、パブリックコメント制度※１を

活用して、幅広く町民の意見を聴くための公聴制度を確立し、町民の関心度を高め、参加・参

画を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 住民参画と開かれた町政への

満足度 
町民意識調査 １９．８％ ３０．０％ 

２ 情報公開の満足度 町民意識調査 － ３０．０％ 

３ タウンミーティングへの参加者

数 

総務課調べ 

（大字別懇話会参加者数） 
２４５人 ５００人 

４ 

審議会・協議会等の公募委員

の参画比率 

吉野町要覧に掲載されてい

る審議会・協議会等（現状

値：掲載１９団体、公募委員

１団体） 

５．２ ％ ３０．０ ％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  広報誌、ＣＶＹ、ホームページなどを通して町政に関心をもち、積極的に行事や町政

に参加・参画する。 

 町の実施するアンケート調査やパブリックコメント※１で意見や要望を述べる。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 町政への関心を高め、職員地域担当制度の活用及び地域内情報を発信する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 パソコン講習の実施や支援サービスを提供する。また、地域広報誌を発行するなど

地域内情報の共有化を図る。 

行政が担うこと  公聴機能を充実させ、行政情報の原則公開に基づくしくみづくりを確立し、適切な情

報公開に取り組む。 

 町民が町政に関心をもち、積極的に参加・参画してもらえるよう啓発する。 

 

 

 

 

 

※１ パブリックコメント（制度）：町が重要な施策（条例や計画の策定時）を策定したり改定したりする過程で、広く町民の意見を聞

き、施策に反映していく手続きのこと。  
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✿施策の現況と課題 

まちの将来像を実現するためには、町政への町民参加が重要です。そこで、町では、情報の公開と共有の原則

を定めている「吉野町まちづくり基本条例」に基づいて、広報誌・ホームページ・フェイスブック・ＣＶＹ・ポスターな

ど、様々な媒体を活用して行政やまちづくりの情報を発信しています。また、審議会の委員を公募制としたり、まち

づくりに関する計画策定時にはパブリックコメント※１を実施したりするなど町民の参加・参画の機会を増やしていま

す。 

＜主な課題＞ 

●広報誌、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、ＣＶＹ、チラシ、ポスターなど多様な方法を活用し、確実に町

民に行政情報や町民によるまちづくり活動等の情報が届くよう取り組んでいますが、今後も時代に合った情報提

供手段の確立と確実な運用が必要です。ただし、ＩＴ技術を活用した情報提供は、高齢者層への配慮が必要で

す。 

●情報は、受け手が関心を持たなければ届かないため、町民が町政情報などに関心を持ってもらうための取り組

みが必要です。 

●まちづくりの計画策定段階からの女性や青少年、子どもなど、広く町民の参加・参画が得られるような機会を設

けることが必要です。 
 

✿主な取り組み 

１．公聴機能の充実を図り、町民の意見が町政に広く反映する機会づくりを進めます。 

町民の意見や要望を幅広く把握し町政に適切に反映するため、地区別・大字別タウンミーティングの開催、計

画策定時のパブリックコメント※１実施、住民説明会の開催時の意見聴取等、あらゆる機会を経て、町民の意見等を

聴くことに取り組みます。また、各審議会等の公開や委員公募の拡大、町民アンケートの定期的な実施とともに情

報公開制度の適切な運用を図り、町政への参加・参画と開かれた町政の実現に取り組みます。 

２．町政への参加と開かれた町政を推進します。 

町民の誰もがわかりやすい情報提供を受けることができるよう広報手段に配慮し、広報誌やＣＶＹ等の様々な媒

体を活用した的確な情報提供を行います。また、町の財政状況等も他団体と比較し、わかりやすい開示に努める

とともに、地方公会計制度に基づく財務情報の公表を進め、公表状況が町民に理解浸透するよう取り組みます。 
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基本施策２ 効率的で効果的な行政運営の推進 

４－２－１ 財政健全化と行財政改革の推進 

✿施策の方針（５年後に実現したい姿） 

将来的に持続可能な行財政基盤を確立するため、吉野町中期財政計画に基づき、財政の

健全性を確保するとともに、新行財政改革プランを遂行し、行財政運営の革新・改革を行いま

す。     

また、財務４表※１の作成及び分析を進め、町の財政状況を把握し、将来を見据えた安定的

な行政経営を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 将来負担比率※２ 
現状値：平成２６年度決算 

早期健全化基準：３５０％ 
７９．３％ ７５％ 

２ 実質公債費比率※３ 
現状値：平成２６年度決算 

早期健全化基準：２５％ 
８．７％ ８．５％ 

３ 経常収支比率※４ 

現状値：平成２６年度決算 

平成２６年度奈良県平均９６．

０％ 

９８．２％ ９５．０％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  広報誌やホームページで公開された予算・決算、行財政改革の進捗状況に関心を

もち、理解を深め、積極的に意見を述べる。 

 町税については納期内の納付を心掛ける。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 
 補助金などに依存することなく、自立した団体運営を行う。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域間の調整を行い、全体最適を見据えた団体運営を行う。 

行政が担うこと  中期財政計画に基づき、将来を見据えた健全な財政運営を行う。 

 町税については、適正な賦課を行う。 

 

 

 

 

 

 

※１ 財務４表：地方自治体において作成し、公表することが義務付けられている「貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計

算書・資金収支計算書」のこと。 

※２ 将来負担比率：普通会計が将来負担すべき負債総額の標準財政規模に対する割合のこと。３５０％を超えると早期健全化団

体となる。 

※３ 実質公債費比率：普通会計が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する割合のこと。２５％を超えると早

期健全化団体となり、３５％と超えると財政再生団体となる。 

※４ 経常収支比率：経常的経費に充当された一般財源の額が、経常一般財源に占める割合のこと。  
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✿施策の現況と課題 

近年、景気の悪化や人口減少に伴い税収が減る中で、町の財政の弾力性を表す指標である経常収支比率※４

は９８．２％と厳しい状況です。このような状況下で、社会経済情勢の変化や多様化する町民ニーズに対応し、持

続可能で安定的な行財政基盤を確立するため、「吉野町中期財政計画」や「第２次吉野町行財政改革プラン」に

基づいて、財政健全化や行財政改革に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●中期財政計画は平成２７年度が最終年度となるため、総合計画後期基本計画に基づく新しい中期財政計画が

必要です。 

●平成２３年度に策定した「第２次吉野町行財政改革プラン」が、平成２７年度までの５ヵ年の計画であるため、新し

い実施計画の策定に取り組むことが必要です。 

●事務事業評価は、評価表の精度をさらに向上させ、施策評価との連携をスムーズにする必要があります。 

●歳入を確保するため、新たな滞納者を作らないような取り組みが必要です。 
 

✿主な取り組み 

１． 中期財政計画に基づいた財政運営を行います。 

予算編成時には、中期財政計画に基づき将来に過度な負担とならないような予算編成を行います。また、毎年

すべての事務事業の評価を実施し、事業の見直しを行うとともに、予算に反映していきます。併せて、中期財政計

画についても社会情勢や財政状況にあった内容に更新します。 

２． 行財政改革を推進します。 

新行財政改革プランに基づき、各項目の目標を達成するためのさまざまな取り組みを行います。また、年度ごと

に進捗状況の管理を行い、項目ごとに達成度を確認し、その結果を公表します。 

３． 財務４表※１を作成・分析し、適正に公表します。 

財務４表※１の作成及び分析を進め、町の財政状況を把握し、より多くの財務情報を公開します。 

４． 町税の適正な賦課と収納率を向上します。 

町税を適正に賦課し、自主財源の確保に努めるとともに、町税の収納率を向上させるために、納付率が高いと

される口座振替を推進するとともに納税相談窓口を強化します。また、悪質滞納者には財産の差し押さえを行い、

自主財源の確保に取り組みます。 
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基本施策２ 効率的で効果的な行政運営の推進 

４－２－２ 職員の人財育成 

✿施策の方針（５年後に実現したい姿） 

限られた経営資源の中で、職員が成長の可能性を有する資源であることを認識し、吉野町

人財育成基本方針に基づき、職員一人ひとりの能力開発及び意識改革を進め、「町民協働を

実践できる職員」「チャレンジする職員」「プロ意識を持った職員」「アカウンタビリティ（説明責

任）を担う職員」の育成を実現します。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 
職域や職階、経験年数に応じ

た研修への職員参加率 

総務課調べ（総職員のうち、研

修に参加した職員の割合） 
４０ ％ ７０ ％ 

２ 職員提案型事業の実施 総務課調べ（のべ数） ０ 件 ５ 件 

３ 窓口対応満足度 窓口アンケートによる － ８０ ％ 
 

✿役割分担 

個人でできること  職員と積極的に交流する。 

 職員とともに地域課題の解決に向けて協働して活動する。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 地域担当職員（行政職員）を地域のパートナーであると認識する。 

 職員とともに地域課題の解決に向けて協働して活動する。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 

 地域担当職員（行政職員）を地域のパートナーであると認識する。 

 職員とともに地域課題の解決に向けて協働して活動する。 

行政が担うこと  職場で自主的に実施する研修や外部の研修への参加を推進し、研修参加を保障す

る環境を整える。 

 地域担当職員として基礎的コミュニティ※１の果たす役割を認識し、自主性及び自律

性を尊重した上で、その活動を振興するために必要な施策に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 基礎的コミュニティ：吉野町まちづくり基本条例において、区・町内会・自治会の範囲の地域における住民自治のしくみと位置

付けています。  
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✿施策の現況と課題 

地域の課題解決力の強化や民間の発想による取り組みなど、従来とは異なり、広範に活躍できる職員を育成す

ることが重要です。そのため町では、職場内外を問わず、様々な研修に職員を参加させることにより、職員一人ひ

とりの資質の向上に取り組んでいます。また、職員一人ひとりがもつ能力を最大限に発揮できるよう職場環境や人

事制度の構築に取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●人口減少と高齢化に対応するため、町民の立場に立った効率的な組織機構改革を進めていますが、その組織

機構改革の方向性に沿った職員の定員の適正管理を定めることが必要です。 

●職員の適材適所が実現され、職員一人ひとりがもつ能力が最大限に発揮されるよう人事評価制度や人事マネ

ジメント制度※２の構築が必要です。 
 

✿主な取り組み 

１． 職員研修の充実と適正な人事管理を実現します。 

既存の研修機関を活用しながら、専門研修や階層別研修などの多様な研修に積極的に参加し、その研修内容

を職員間で情報共有することで、活発に議論が行われる職場をつくります。また、業務効率化の観点から、専門的

な資格取得についても積極的に取り組むことができるよう、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる職場環境

をつくります。 

２． 職場風土を改善します。 

職員のやる気や自己啓発意欲を育てながら、人財育成に前向きに取り組む職場風土を醸成します。また、平成

２７年度に取り入れたメンター・メンティー制度（経験豊富な職員が、新人職員の相談役となり成長を支援する制

度）を活用し、新規採用の職員が職場風土に溶け込みやすい環境をつくります。 

３． 人事評価制度を適正に運用します。 

人事評価制度を活用し「努力したものは報われる」という当たり前の倫理を、職場内にいきわたらせ職員の士気

を高め、行政サービスの向上に取り組みます。また、評価内容をもとに、適正な人員配置を行い、効率的な行政経

営に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 人事マネジメント制度：職員の採用、職域拡大・計画的育成とキャリア形成支援、登用などの人的資源管理を行い、組織が目

指す将来像の実現に向けて、効率的かつ機能的な組織を編成するためのしくみのこと。  
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基本施策２ 効率的で効果的な行政運営の推進 

４－２－３ 住民目線の行政経営とマネジメント体制の構築 

✿施策の方針（５年後に実現したい姿） 

総合計画及び分野別計画において、成果思考のマネジメントサイクル※１を構築し、予算制

度と連動した効果的で効率的な行政経営を行います。 

また、町民ニーズに基づく町政を展開し、各事業の適切な執行管理を「見える化」するなど、

町民への情報提供を適切に行います。それにより、町民が積極的に町政に関心を持ち、町民

の町政に対する満足度を高めます。 
 

✿具体的な目標（指標） 

No. 指標名 算式・出典など 現状値（Ｈ２６） 目標値（Ｈ３２） 

１ 目標を達成した施策の割合 

各施策指標の進捗・達成度

を評価し、８０～１００％達成

している施策の割合 

５０ ％ １００ ％ 

 

✿役割分担 

個人でできること  広報誌等を通じてそれぞれの事業についての進捗が「見える化」されることによっ

て、計画の進捗に関心をもつ。 

 町の実施するアンケート調査やパブリックコメント※２で意見や要望を述べる。 

 外部評価など、積極的に町政に参加する。 

 総合計画の内容を知り、総合計画に掲げる将来の姿が実現できるように町民の役割

を担う。 

地域でできること 

（町内会・自治会レベル） 

 町政への関心を高める地域担当職員制度の活用も図られることによって地域内情報

（事業）を共有する。 

 地域がもつ課題を行政に伝え、行政経営に反映させるよう努める。 

地域でできること 

（自治協議会レベル） 
 地域がもつ課題を行政に伝え、行政経営に反映させるよう努める。 

行政が担うこと  総合計画の進行管理が行えるマネジメントサイクル※１を構築する。 

 事務事業の計画とその実施機関実施状況を表示することにより、公聴機能の充実

と、適切な行政情報の公開に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ マネジメントサイクル：効果的な管理を行うための手順のこと。 

※２ パブリックコメント（制度）：施策４－１－２「住民参加と開かれた町政の推進」参照  



106 

 

✿施策の現況と課題 

人口減少や少子高齢化の進展、町民ニーズの多様化など、行政を取り巻く環境の変化に伴い、行政課題も多

様化しているため、「選択」（取組みの優先順位を決める）と「集中」（経営資源の配分を決める）により、効率的・効

果的なまちづくりが必要です。そのため、政策・施策・事務事業の取り組みの進捗管理を定期的に実施し、より一

層効率的・効果的なまちづくりに取り組んでいます。 

＜主な課題＞ 

●本町では、事務事業レベルでの評価制度の運用を開始しているところですが、総合計画に掲げる各施策の進

捗管理を行う上で、定期的にモニタリングするしくみが必要です。 

●施策レベルでの成果思考のマネジメントサイクル※１を構築し、予算制度と連動させていく必要があります。 

●各施策及び事務事業の進捗管理については、内部評価に留まっていることから、町民や専門家等の外部の視

点を取り入れた評価制度を構築し、施策に対して効果的な事業の選択と集中が必要です。 
 

✿主な取り組み 

１． 成果思考のマネジメントサイクル※１を構築します。 

総合計画の進行管理を適切に実施し、施策指標の目標値を達成できるよう予算制度と連動させます。また、総

合計画の進行管理の状況については、事業工程表（横線式・ネットワーク式等）を作成し、可視化するなど、町政

の透明性を確保します。さらに、事業の進行管理は、組織目標と連動させ、半期ごとに管理、改善を行うなど、効

果的で効率的な予算編成が行えるマネジメントサイクル※１を構築します。 

２．評価制度を確立します。  

各担当課において、ＰＤＣＡマネジメントサイクル※３による運用が定着するよう事務事業評価を継続実施し、施

策評価制度を本格的に実施、運用します。また、町民に対して、総合計画の進捗状況の情報提供を行い、町民

目線での外部評価制度の導入を進め、成果思考の評価制度の定着を目指します。 

３．計画の適切な進行管理を進めます。 

各担当課の分野別計画においても指標を設定することにより、適宜、進捗状況をモニタリングできるしくみを整え

ます。また、各分野別計画についても指標に基づく定期的な進行管理を行い、進捗状況の遅れを是正するなど、

適正な進行管理を行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ ＰＤＣＡマネジメントサイクル：Ｐｌａｎ（計画）→ Ｄｏ（実行）→ Ｃｈｅｃｋ（評価）→ Ａｃｔ（改善）の ４ 段階を繰り返すことにより、

計画、実施後の結果を十分に検証し、改善策を講じていき、継続的に業務を改善していく手法のこと。 


