
 - 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次総合計画の実績・問題点・課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年３月２６日 

 

 

 

 

 

目 次 

第１章 個性と魅力あふれるまちづくり··················· 1 

第２章 豊かな人間性と文化を育むまちづくり············ 11 

第３章 誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくり······ 17 

第４章 吉野らしい産業を育むまちづくり················ 22 

第５章 基本計画の実現に向けて························ 26 

参 考 資 料



 - 1 - 

 

第３次総合計画の実績と問題点・課題について        

 

 第３次総合計画期間中の施策の実施状況などについて、各課により作成した評価シートに基づき、

再整理しました。 

第１章 個性と魅力あふれるまちづくり 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

①-1.個性的な地域環境の保全と活用(自然的環境) 

 ・ 吉野山の桜は、桜を守る会等が助成・協力し、桜

に対する寄附を集め、必要な調査・保全・育成費用

の確保に役立てている。 

平成 20 年：吉野桜寄付金条例を制定 

       さくら AID 実行委員会発足 

平成 20 年：吉野の桜を守る会発足 

平成 20 年：さくら AID チャリティーコンサート開

催 

平成 21 年：さくらフォーラム開催 

 ・ 山や森林、田園環境の保全は、次のように進めて

いる。 

  平成 10 年度より：台風による森林被害の復旧に平

成 13 年度までを要した。その後、復

旧地の保育等に造林事業の導入とと

もに、鹿による食害を防止するため、

町単費でネットの普及に努めた。 

  平成 12 年度より：中山間地域直接支払制度を活用

して、条件不利地に対する格差への

助成、水路や農道の補修等の団体活

動を２本立てで実施し、耕作放棄地

の拡大防止に努めた。 

17 年度より：２回目が開始。 

平成 14 年度より：森林地域支援交付金制度を活用

して、作業道や歩道の整備を行い、森

林環境の整備に努めた。 

19 年度より：２回目が開始。 

平成 16 年度：森林整備計画を見直した。 

平成 18 年度：吉野中央森林組合が合併により発足。

平成 19 年度：河川公園（リバーフィールドを除く）

の指定管理導入、森林組合の合併、み

どりの村の振興策の策定。 

平成 20 年度：町と農業委員会による耕作放棄地の

実態調査の実施。 

平成 21 年度：森林整備計画の樹立（10 年間。国よ

りCO2の吸収源としての森林整備が推

奨されており、この事業に乗って森林

整備を図る）。 

みどりの村の有効活用を目指したプ 

自然との共生システムの確立 

 ・自然・環境保全に関わる総合的な活

動体制づくり 

 ・山の保全と活用 

 ・河川、水辺の保全と活用 

 ・下水道整備、生活雑排水、ゴミ対策

の推進 

 ・田園景観の保全と農地の有効活用 
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ロポーザルの実施(本来の観光農園の機能を取り戻

し、村全体の活性化を図りたい)。 

 ○ 中山間の 3 次対策が平成 22 年より実施されるの

で、それを活用し、耕作放棄地の拡大防止に努める。

 ・ 山の崩壊等で保全対象となる家屋等を保護するた

め、構造物等の設置する町の治山事業は、第３次総

合計画期間中、次の地区で実施した。 

  平成 17 年度：南大野  

平成 18 年度：吉野山、千股、六田、色生、千股 

平成 20 年度：南国栖 

平成 21 年度：南大野 

 ○ 治山事業に係る県の補助率は、以前は 80%であっ

たが、その後 2/3 となり、現在は 50%となった。受

益者負担金が 10％から 20%へと増え、町負担も同様

に増えている。 

 ・ 松くい虫防除事業は、ヘリコプターによる薬剤の

空中散布を、昭和 50 年代より毎年６月に２回の散

布実施を開始し、その後、県財政の影響もあって毎

年予算が削減されて散布面積が縮小傾向にあると

ともに、他県では健康被害の発生も疑われる事例が

あることから、平成 14 年より毎年６月に１度の実

施に止まっている。 

 ○ 薬剤の空中散布は、本町においてもミツバチの大

量死が起こっており、環境、健康問題化する可能性

もある。 

 ・ 山の荒廃にも起因して、近年、河川に土砂が堆積

して住宅や農地が冠水するため、土砂の撤去依頼が

増えている。現行予算の範囲では、全てには対応出

来なくなっている。 

 ○ 河川のごみの撤去等は地元で対応して貰うこと

は可能だが、土砂の撤去までは地元での対応は困難であ

り、適切な補助事業を探すしか方策がない。 

 

①-2.個性的な地域環境の保全と活用(歴史的環境) 

 ・ 吉野山地区において、平成 19 年から県の助成を

受け、吉野山まちづくり協議会を組織して、吉野山

の歴史的景観や街並み景観の保全に必要な地域の

ルール作り、街路灯の統一整備、ガードレールや誘

導標識を景観に配慮したものに改修する要望活動

等、地域ぐるみで取り組んでいる。 

歴史的環境の保全・活用システムの確立

 ・吉野山の歴史的環境対策 

 ・宮滝周辺の歴史的環境対策 

 ・その他の地域の歴史的環境対策 
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②良好な市街化の促進 

 ・ 平成 13 年 5 月に都市計画による市街化区域と市

街化調整区域の見直しを実施した。(河原屋、左室

地区の一部を市街化区域に編入) 

 ○ 過疎化等により人口が減少する中では、市街化区

域の拡大は望めず、市街化調整区域の開発規制だけ

が問題視されている。現在、下水道事業を除いて都

市計画事業を実施していないこともあり、線引きを

廃止し、非線引き都市計画とする方向を持ちたい。

  ただし、近畿圏整備法の都市区域からの指定解除な

ど、国、県の判断が必要な部分もある。 

過疎化の抑制と整合する適切な規制緩和

 ・非線引き都市への指向 

③道路 

 ・ 東海南海連絡道は、平成 5年に推進期成同盟会の

設立以降、要望活動及び東海南海交流会議への継続

的参加とともに、民間レベルでの交流イベント等に

支援、参加しているが国の財政事情などにより実現

には到っていない。 

この関係から、松阪市とは、ここ数年、ボランテ

ィアガイドの交流やイベント参加等、観光を通して

交流している。 

 ・ 町道の整備は、次のように推進してきている。 

  平成 15 年度：中竜門 100 号線、中竜門 33 号線、 

国栖 10 号線 

平成 16 年度：国栖 10 号線、入野舗装改良、 

橋屋舗装改良、中竜門 33 号線 

平成 17 年度：上市舗装改良、中竜門 33 号線、 

国栖 10 号線 

平成 18 年度：中竜門 33 号線、国栖 54 号線 

平成 19 年度：竜門 137 号線 

平成 20 年度：道路交付金事業 

 ・ 道路の災害防除事業は、地域活力基盤創造計画を

策定し、平成 20～21 年度に国庫補助を得て実施し

た。 

 ○ 財政状況が厳しくなる中、また高齢化が進行する

中で、住民による道路の維持管理は益々困難にな

り、町の負担が増加すると考える。生活基盤を維持

する上で、現道の維持は欠かすことが出来ない。 

道路は、過疎化、高齢化により従来地域で行って

いた補修等が出来なくなり、行政の担う分が増加し

ている。新設より、維持に重点を移すべきと考える。

   平成 21 年度は臨時交付金により大規模な維持補

修を実施するが、平成 22 年度以降は国の維持管理

への補助施策等を見極め、効率的な維持管理にあた

る。 

   平成 22 年度に橋梁点検の実施し、平成 23 年度に

長寿命化計画の策定を予定している。 

   道路、橋梁の新設改良は、新設改良工事の実施基

幹線道路と生活道路の整備・維持対策 

 ・東海南海連絡道、国道、県道の整備

要請（継続） 

 ・道路・橋梁の計画的整備、延命化も

視野に入れた維持管理の推進 

  (ストック活用型の更新など) 
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準を定めると共に受益者負担の範囲も明確にする

必要がある。 

 ・ 昭和 59 年に計画決定を行った都市計画道路は、

上市中増線のみが開設されており、残りは未着手で

あり、今後も着工の予定はない。 

  県においても計画の抜本的見直しが検討されてお

り、現行の計画通りに施行することは不可能。 

 

④公共交通 

 ・ 近鉄吉野線の充実は、平成 18 年度の近鉄吉野線

早期複線化期成同盟会の解散後、近鉄への運行ダイ

ヤの充実等についての働きかけは行っていないが、

観光面からの近鉄への働きかけを主として要請し

ている。 

 ・ 奈良交通バスの減便や路線の休廃止により、公共

交通の空白地帯を解消するため、次のように路線・

運行ダイアなどの見直しを図りつつ、福祉バス(現

在のスマイルバス)を運行している。 

  平成 12 年度：福祉バス運行開始 

平成 15 年度：福祉バス協力金徴収開始（100 円） 

平成 18 年度：    〃     改訂（200 円）

平成 19 年度：路線及びダイヤの全面改正 

平成 20 年度：地域公共交通総合連携計画の策定 

平成 21 年度：総合連携計画により実証実験を開始

        スクールバスでの混乗を開始 

 ○ 実証実験( 大 3年)終了後、国庫補助がなくなる

ため、財源の確保が必要となる。 

 ・ 吉野神宮駅前駐車場の設置及び管理。駐車区画は、

90 区画（吉野町 60、川上村 20、東吉野村 10）。 

バス、鉄道の維持 

 ・スマイルバスの実証実験を踏まえた

継続策の検討と実践 

 ・近鉄線の利便性向上などに係る要望

の継続 

⑤公園・緑地 

 ・ 公園は、次のような施策を実施してきている。 

  平成 18 年度：新子河川公園の建設。 

平成 19 年度：千股、新子地区の河川公園を地元区

による指定管理とする。 

リバーフィールドは、平成 21 年度より夏の川遊

びの時期に限り、清掃協力金を徴収しており、使用

許可にあたっての調整を計っており、現状では町の

直接管理としている。 

 ・ 運動公園は、総合型スポーツクラブ活動の拠点な

どとして活用しているが、設備の更新などが必要に

なっている。 

 ○ 千股河川公園のトイレ、リバーフィールドの水路

や敷地については、今後の老朽化や洪水等により、

大規模な修繕が発生する恐れがある。 

 ・ 新たな都市公園の整備については、現在計画をし

ていない。学校開放等で既存の施設や設備を利用す

る。 

吉野らしい公園・緑地システムの開発 

 ・維持管理・老朽設備の更新 

 ・公園機能を代替しうる施設や自然の

有効活用方策の検討、実践 
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⑥水道 

 ・ 安定した飲料水の確保の為、取水施設、浄水場、

配水池、導・送・配水管、電気設備の施設管理業務

と、原水、浄水の水質検査を毎月行っている。 

   老朽化した配水管は、順次改良しており、平成 19

年度は飯貝浄水場ろ過機（活性炭）設置工事を実施。

 ○ 浄水場の設置後約 40 年が経過して老朽化が進ん

でいる為、平成 21 年度に部分的修繕は行うが、全

面改修も検討する必要がある。 

 ・ 人口の減少と高齢化の進行のため、簡易水道の維

持管理が出来にくくなっており、平成 28 年度末ま

でに上水道への統合を見越して施設の整備を進め

ている。 

第３次総合計画期間では、水道の安定した供給を

推進するため、千股、樫尾、山口地区の簡易水道を

上水道に統合し、西谷簡易水道施設改良事業が完

了、平成 21 年度は柳地区簡易水道施設改良事業を

実施している。 

 ○ 公共の福祉を目的に一般会計からの繰入金を前

提に運営している簡易水道を、独立採算で経営して

いる上水道に統合すれば、上水道会計が苦しくな

る。 

安全、安心、おいしい水の安定供給 

 ・これまでの活動、事業の継続的推進 

 ・老朽化施設の更新 

 ・維持管理システムの変更(簡易水道の

上水道への統合) 

⑦下水道 

 ・ 公共下水道は、平成３年度より事業認可区域

112.94ha の事業着手し、生活環境の改善、公衆衛生

の向上や公共水域の水質保全について住民の理解

を得ながら、国庫補助金・受益者負担金等を財源と

し事業を行っている。 

   平成 21 年 3 月 31 日現在の累計：整備済み面積

90ha、整備済み延長 27,805m、下水道加入者数 2,018

人、下水道加入件数 692 件、水洗化率：62.30％ 

 ○ 事業費の 1/2 は国庫補助だが、残りは町負担（現

状は起債）、町が極めて厳しい財政難であり、当該

事業への財源の確保が非常に困難である。 

 ○ 高齢化が進む中、事業への関心や、個々の居住施

設への投資が少なくなり、未加入者が増える傾向に

ある。 

 ・ 農業集落排水事業は、平成 5年度に事業着手、平

成 8年度より供用開始している。公債費を除く維持

管理に要する経費は現在のところ使用料収入で賄

えている。（公債費は、一般会計からの繰入金。）

 ○ 農業集落排水施設の老朽化に伴い、修繕費用の増

加等のランニングコストが問題となり始めている。

  （修繕料：平成 19 年度＝105 千円 

下水道、集落排水事業等の計画的継続 

 ・これまでの活動・事業の継続 

 ・老朽化施設の更新 

 ・下水道利用の必要性についての啓発

活動の継続 

 ・町の汚水処理施設方針の見直し 

（公共下水道、特定環境下水道事業の

縮小による財源を、合併浄化槽の設

置助成に充てる） 
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→平成 20 年度＝710 千円）

 ・ 合併浄化槽整備は、浄化槽設置整備事業実施要綱

に基づいて平成 10 年度より進め、平成 20 年度まで

に合計 272 件を設置している。 

 ○ 下水道事業計画の縮小により、浄化槽設置補助区

域が広くなり補助負担が増える。 

 

⑧環境衛生 

公害 

 ・ 町職員が中心となって、不法投棄されやすい場所

を中心にパトロールを行うとともに、河川敷や道路

等の不法投棄ゴミの収集・運搬・処理を行っている。

   環境パトロールにより、不法投棄の早期発見にも

つながり、本人確認ができれば処理料の請求をして

いる。 

 ○ 観光地や河川敷でのゴミは、看板等により持ち帰

りの広報をしているが、処理する量は減っていな

い。テレビ等の家電サイクル法対象品やクリーンセ

ンターで処理出来ないタイヤ、建設廃材等の不法投

棄が多い。 

 ・ リバーフィールドは、平成 21 年度より、夏期の

川遊びに期間に限り、清掃協力金を徴収している。

 ○ 河川等の水質改善の為に、自治体が行う浄水事業

の推進は、財政的に厳しい。 

 ・ 環境衛生デーや吉野川河川美化活動を、次のよう

な支援も行って町民全員で実施し、水辺等の環境保

全を図るとともに、ゴミ等の衛生問題に係る意識の

向上を図っている。 

  環境衛生デー：昭和 50 年度から町内全域で公共の

場所の清掃活動を実施。 

  吉野川河川美化：吉野川流域の区・町内会でなつの

河川ゴミの清掃を実施。 

 ・ 移動トイレの設置により、周辺住民の方への悪臭

等の解消を図っている。 

  移動トイレ設置：キャンプ客等の糞害対策の為、リ

バーフィールド等河川敷に設置す

るが、利用客のマナーが悪く清掃が

必要な状況が継続している。 

 ○ 移動トイレは、管理、保有台数等について地区と

協議し有効に活用する。不法投棄防止の為には、町

の看板だけでなく、県機関とも連携して有効手段を

考え広報・指導を行う必要がある。 

 ・ 水質問題は、竜門川及び矢治地区の井戸水、及取

り水、河川の水質に対する生活環境項目と飲料水項

自然との共生システムの確立 

公害 

 ・不法投棄の根絶 

 ・観光公害の防止と、観光客の適切な

誘導 

 ・水質汚濁など、公害の未然防止 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

目について年１回水質検査を実施しているが、大き

な問題は発生していない。 

   竜門川では、西谷地区の「道の駅」開発に伴い、

平成 19 年度から町との覚書により、㈱トクモトか

らの寄付により調査を実施している。 

   矢治地区では、㈱奈良合同砕石の廃棄物処理施設

があるため、平成 14 年度に矢治自治会、中荘区長

会から陳情書が提出され、2/3 の県補助金を受けて

調査を実施している。 

 ・ 吉野川、津風呂湖の水質検査及び環境パトロール、

水環境の保全、公害の未然防止に係る啓発活動等に

ついては、下水道事業、合併浄化槽事業の推進とと

もに、次のような会への参画により進めている。 

  吉野川を守る会(昭和 44 年度より) 

  吉野川清流保全懇談会(昭和 50 年度より) 

  紀の川水質汚濁防止連絡協議会(昭和 52 年度より)

  津風呂ダム環境保全対策協議会(平成 5年度より) 

  吉野川紀の川流域協議会(平成 17 年度より) 

  吉野川を見直す会(国、県、３町村により構成。平

成 19 年度より) 

 ・ ゴルフ場の公害防止対策は、平成元年に結ばれた

環境保全協定により、継続して次のような水質検査

を、職員立会いのもとに実施し、年１回、ゴルフ場

公害等対策協議会の環境保全検討部会で検査結果

について説明を行っているが、汚染は認められてい

ない。 

  河川水：大田川水系（３箇所）、柳川水系（２箇所）、

津風呂川水系（３箇所）で年３回、生活環

境項目、健康保護項目及び農薬について実

施。 

  井戸水：入野地区（４箇所）色生地区（１箇所）で

年２回、飲料水項目と農薬について実施。

  水道原水：飯貝地区の上水原水取り水地で年１回、

農薬について実施。 

ごみ・し尿など 

 ・ ごみの分別方法などは、広報等により周知すると

ともに、吉野広域行政組合による処理体制を継続

し、吉野三町村クリーンセンターにおいて、可燃物

処理、ペットボトル、びん、古紙及びカンの再資源

化を実施している。 

 ○ 吉野三町村クリーンセンターに持込まれるごみ

の量は、人口減少にも関わらず、減少していない。

ごみの減量化を図るためには、住民にあらゆる方法

で周知する必要がある。そうする事により処理量や

施設管理に係る負担金が少なくなる。 

 ○ ごみ処理の一層の広域化の必要性が指摘されて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ・し尿など 

 ・ごみの減量化、リサイクルの推進 

 ・ごみ処理施設の改善（老朽化施設の

更新、広域ごみ処理システムの検討）

 ・ごみ対策、環境問題に関する啓発活

動の推進 

 ・円滑なし尿処理の継続(老朽施設の

改善、委託等の継続) 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

いるが、構成市町村の処理方法、処理量、施設の経

過年数、 終処分地の有無等全て異なるので調整す

るのに時間がかかる。 

   現状のクリーンセンターは、平成 29 年３月末日

で地元地区との協定期間が満了するため、新たな処

理先の確保が必要となる。 

 ・ 分別の徹底、ごみ袋有料化によるごみ量の削減効

果を期待して、吉野三町村クリーンセンターからご

み袋等を購入し、住民に販売している。 

 ・ し尿処理は、し尿の収集運搬は平成 18 年度から

業者委託、浄化槽の清掃は許可制として実施し、

終処理は五條市に委託している。 

 ○ し尿処理の終末処理は、五條市衛生センターの施

設が老朽化しており、五條市が平成 26 年を目処に

新しいし尿処理施設を建設予定としており、本町は

処理委託をする予定。 

 ・ 平成８年から据え置かれていた一般くみ取り手数

料は、平成 21 年度より改正した。また、平成 21 年

度から新たに浄化槽の汚泥処理手数料を徴収する

ことになった。 

 ・ 斎場・火葬場は、吉野広域行政組合が民間に委託

して実施している。 

 ○ 同施設の老朽化も進んで、施設の改修も必要にな

り負担金の増額が予想される。 

 ・ 飼い犬については、登録を促進するとともに、狂

犬病の予防注射等を次のように実施している。 

  毎年、５月に県獣医師会との連携で、2 日間、町内

数箇所で集合予防注射を実施。 

  吉野保健所と合同で、野犬の捕獲を実施。 

  広報活動として、広報紙により、狂犬病予防集

合注射の実施、“飼い犬の放しがい”をしないなど

の啓発。 

 

⑨市街地整備 

 ・ 吉野神宮駅前、木材工場集積地、CCP 計画などの

面的な市街地整備の必要性の検討を予定していた

が、実績無し。今後の実施計画も、現時点では想定

されていない。 

 

⑩住宅・宅地 

 ・ 住宅・宅地の供給が少ないことが人口減少の一つ

の要因となっており、空き家の有効利用を通して、

町外からの定住・交流の促進を図っている。 

  平成 18 年：空き家登録制度の他事例の調査を実施

  平成 21 年：吉野町空き家バンク制度の開始 

平成 22 年 3 月現在で 7 件の物件が登録

されている。 

過疎化の抑制も踏まえた住宅の供給 

 ・町営住宅の改善 

 ・空き家の有効活用方策の検討・推進 

(改修費用の補助、空き家の買取り賃

貸など) 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

 ○ 空き家の大半は改修・修繕が必要であるが、利用

希望者はあまり費用をかけずに移住したいと考え

ているため、金銭面で折り合わない可能性が高い。

 ・ 昭和 44 年より町営住宅の建設を始め、234 戸の住

宅を建設。現在は、200 戸程度が入居可能で、約 180

戸が入居している。 

燦上市については、平成５年に建設、テナント７

戸、住宅７戸となっている。 

 ・ 町営住宅の老朽化が著しく、入居が不可能な住宅

や修繕に多大な経費が必要なる住宅も多くなって

きている。借地料に比して家賃収入が少ない住宅も

ある。現在の町営住宅では、空き家の募集をしても

応募が少ない。 

 ○ 老朽化が著しい町営住宅は、解体、撤去を行い、

借地料を軽減する。一部の住宅をバリアフリー改修

し、高齢者や障害者が入居しやすい住宅に改善して

いくなど、目的を明確にした住宅にしていく必要が

ある。 

 ・ 施設付き住宅については、ＵＲ都市再生機構へ建

設費を分割で納付しているが、空室が在るため家賃

収入で支払額の全てを賄うことができない。 

 ○ 残額を低金利の資金を借り入れ、一括返済し金利

負担を軽減するとともに、家賃の減額を実施し、入

居率を上げる。町営住宅と比較すると、設備や立地

条件は格段に優れているが、家賃を比較すると４倍

以上の開きがある。駐車場等の設備が無いため、商

業スペースとしての利用がしづらい。 

 

⑪情報基盤の充実 

 ・ 元の吉野町 CATV 施設の有効活用方策について調

査研究を行い、平成 19～20 年度に吉野町 CATV デジ

タル化事業を実施し、町内のブロードバンド化を図

った。また、音声告知システムについても一新した。

吉野町も出資する第三セクター方式のこまどり

ケーブル株式会社と IRU 契約を締結し、事業完了後

の CATV 施設の管理・運営をこまどりケーブル株式

会社が実施する公設・民営方式に移行した。 

 ・ テレビ放送の再送信・インターネット・IP 電話に

ついても、平成 21 年度よりこまどりケーブル㈱が

運営し、音声告知システムの保守等は同社に委託し

ている。 

 ・ 町単独事業である音声告知放送業務と自主放送業

務を運営するため、こまどりケーブルの基本利用料

金に「公共情報利用料」として、420 円を上乗せし

財源確保を行っている。 

 ○ 吉野町単独事業である音声告知放送業務と自主

放送業務等の地域情報を伝える放送システムの保 

情報基盤の有効活用と、維持・更新 

 ・住民生活が豊かに便利になる「情報

自在なひとづくり」へ施策重点の移

行 

・行政内部の業務ツール等の着実な更

新、運用経費の削減 

 ・調達ガイドラインを支える職員の能

力開発 

 ・設備更新等のための基金等の確保(積

立) 
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第３次総合計活気館の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

守管理や機器更新を想定した時、その費用の財源確

保が問題となる。 

   CATV に加入していない約７％程度の住民に対し

ては、町全体の公共情報や地域情報の伝達が完全と

は言えず、一部の住民への情報格差が生じている。

   音声告知放送は、緊急時や災害時には重要な伝達

手段となることが、既にこれまでの告知放送の運用

実績で示されている。 

 ・ 行政内部事務の IT 化により、「情報自在な役所

づくり」が、CATV デジタル伝送路整備や公共施設間

のネットワーク環境の整備により「情報自在な街づ

くり」の基盤整備が図られている。 

 ○ 業務ツールとしての情報端末の更新に係る財政

負担と、ネットワーク社会の安全性・安定性の確保

が懸念される。 

 ・ 電子計算機による事務処理は、次のように進めて

いる。 

平成８年度：「吉野町電算システム更新計画書」を

策定。 

平成９年度から：システムベンダーを変更し、平成

13 年度まで第一次の運用を実施。 

平成 13 年度：庁内 LAN 配線整備。 

平成 14 年度から：「住民基本台帳ネットワーク」

の運用を開始。個人の４情報「住所・

氏名・生年月日・性別」による全国統

一オンライン管理に接続、各種の申請

や届け出を簡素化。 

平成 18 年度：住民基本台帳システムを基幹とする

総合型行政支援システムを構築。 

  平成 20 年度：管理運用コスト縮減を目的として ITC

コーディネータに委託し、「吉野町に

おける情報システムのコスト削減と

IT 調達コスト 適化に関する報告書」

を策定。今後の調達ガイドラインを取

り決めた。 

 ○ 情報システムの更新並びに管理業務にかかる外

注業務コストが経常的に大きな負担となっている。
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第２章 豊かな人間性と文化を育むまちづくり 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

①子どもたちの健全育成 

幼児教育 

 ・ 幼稚園の運営等は、次のように進めている。 

  平成 12 年度：吉野幼稚園と吉野保育所の一元化

を検討。 

        合併により通園バスの運行を実施。

  平成 13 年度：吉野幼稚園で預かり保育、町内す

べての園で保育時間の延長を実施。

  平成 15 年度：５園に合併し、２園で園長の専任

化と預かり保育を実施する。 

  平成 16 年度：３園に合併し、全ての幼稚園で預

かり保育を実施。 

  平成 19 年度：２園(吉野、わかば)に合併し、幼

稚園長の専任化、幼稚園教諭が保育

所に勤務し人事交流を図る。 

わかば幼稚園において「子育てサポ

ーターリーダー養成事業」を受け、

年間５回の未就園児の親子登園を

実施。 

  平成 20 年度：幼保一元化についての検討を進め

る。 

  平成 21 年度：幼稚園教諭の給料体系を行政職と

し、保育所職員と統一する。幼保一

元化等検討委員会を設置し、検討を

重ねる 

        ２園合同で未就園児親子登園を実

施し、子ども同士・親同士の交流の

場を提供し、子育て相談にも応じて

いる。 

義務教育 

 ・ 学校の運営等は、次のように進めている。 

  平成 11 年度：吉野中学校にスクールカウンセラ

ーを導入、平成 18 年度より吉野小

学校、平成 19 年度より吉野北小学

校にも配置し、教育相談体制を充実

させる。 

  平成 13 年度：これまでに（各年 1 名ずつ）ALT

４名を受け入れ、中学校の英語授業

の補助を担当させ、週１回程度は町

内小学校の外国語会話を補助する。

  平成 15 年度：中竜門・龍門を合併し５小学校と

する。 

  平成 16 年度：吉野・吉野山を合併し４小学校と

する。学校間での合同・交流学習、

ＩＴ教育の環境整備、中学校の職場

体験学習の内容を充実する。 

子供の減少を踏まえた諸施策の推進 

幼児教育 

 ・幼保一元化への対応 

 ・幼児教育の維持・充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育 

 ・教育内容の維持・充実 

 ・学校教育に有効な地域の人材の教育現場

への導入 

 ・補助事業による成果のストックと汎用化

 ・吉野小学校等の耐震化診断結果を踏ま

えた対策の検討 

 ・廃校跡地の有効活用 



 - 12 - 

 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

  平成 19 年度：中荘・国栖・吉野北を合併し２校

（吉野、吉野北）とする。子育て理

解教育、キャリア教育を充実する。

 ・ 吉野北小、吉野中学校は耐震改修済み。吉野小

学校は、平成 21 年度に耐震診断を実施。 

 ・ 特別支援の必要な児童生徒に対しては、実態把

握と保護者の思いなどを踏まえ、就学指導委員会

において適切な審議を行っている。 

 ○ 児童数・生徒数の減少による県教職員削減の煽

りを受け、町講師の増加が必要になっている。 

 ・ 不登校未然防止のための取り組みを、平成 19

年度～平成 21 年度に、吉野小、吉野北小で実施

する。 

 ○ 義務教育の運営のための課題解決型の経費は、

補助事業の縮小や中止により、町単費としての予

算が増加する。(特別支援を必要とする児童生徒

への対応、不登校未然防止対策など) 

 ・ 学校給食事業では、学校給食の安全・衛生管理

を徹底し、適正な衛生管理体制により、食中毒等

は発生していない。平成 19 年度より栄養教諭を

配置、各学校の食育の推進を図っている。地産地

消を導入し、平成 21 年からは吉野の野菜を子ど

もたちの給食に取り入れる、吉野「恵（めぐみ）

味」計画を進めている。 

 ○ 町単独の自校給食供給方式は、給食調理員の年

齢構成や園児児童生徒数の減少により、将来的に

委託等を検討する必要がある。 

 ・ 就学援助事業では、経済的な理由により就学困

難な児童生徒に対して援助費を支給し、義務教育

の円滑な実施を図っている。(要保護、準要保護、

特別支援。要保護制度は、廃止された国の制度を

維持) 

 ○ 近の経済情勢の悪化に伴い、就学援助を必要

とする対象者の増加が予想される。 

 ・ 中学校での体験学習(スキー)への補助を行って

いる。 

 

②生涯学習・文化・コミュニティ活動 

 ・ 中央公民館は、住民が主体となったサークル活

動の拠点となっている。 

 ・ 空きスペースとなっていた５階を改修し、第５

研修室として貸館事業を進めた。 

 ・ これまでは、自主的なサークル活動と、公民館

教室については、平成 20 年度より社会教育セミ

ナーに事業を移行した。 

 ・ 社会教育セミナーでは、環境や食育等に関する

学習、ニーズの高い語学入門、趣味の領域までの

施設の更新と学習機会提供の継続・充実各種

 ・中央公民館の改善 

 ・講座屋学習機会の充実等 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

内容で実施し参加費を徴収して実施しており、自

主的に参加する住民の姿が見られる。また、次年

度の研修内容についても、住民の声を聞き事業に

反映している。 

・ 子どもを対象とした木工工作教室を、吉野高校

の協力を得ながら実施している。 

・ 高齢者教室、女性学級における自主活動を支援

している。 

・ 子どもの安全な遊び場所の確保として、「軒先

遊び支援センター」を開設している。 

 ・ 図書室は、平成 21 年度より予算上の問題から、

土曜日を隔週で開館することになり、これまでよ

り約 20 日程度開館日を少なくしている。 

  ○ 建物の老朽化、特に図書室の痛みが著しい。

図書室は、土、日、夏休み期間に中学生を中心に

大いに活用されていることから、施設の健全な維

持管理が望まれる。 

 ・ 平成２年度より、実行委員会を組織して新成人

の集いを実施しているが、毎年創意工夫したイベ

ントが行われている。 

 ・平成 20 年度の成人式実行委員会を軸に「若チャ

レサークル」を組織し、活動・支援を行っている。

 

 

 

 

 

・ 軒先遊び支援センターは、場所の確保も

含め、より効果的な施策として展開できる

よう検討 

③生涯スポーツ 

 ・ 運動公園は、総合スポーツクラブの拠点として

の活用や、津風呂湖観光協会、津風呂湖漁業組合、

吉野高等学校等の協力によるカヌー教室を開催

などにより、多くの方々が利用している。 

 ・ 総合型地域スポーツクラブ活動に次のように取

り組んでおり、スポーツ人口が増加し、町民利用

の機会が増え、地域に即したスポーツ環境システ

ムができつつあり、総合型スポーツクラブが順調

に活動を行っている。種目も 20 種類を超え、ス

ポーツ環境が整い、町民自身スポーツの選択肢が

広がり、体育指導委員の関わりも大きくなった。

  平成 13 年度：総合型地域スポーツクラブ育成モ

デル事業着手 

  平成 14 年度：クラブ化に向けた教室事業の拡大

        体協・スポ少・実活動団体等で設立

準備委員会の設立 

  平成 15 年度：吉野スポーツクラブ設立 

  平成 16 年度～平成 19 年度：ジュニア・ワーキン

グ・高齢者教室の拡充 

  平成 20 年度：近畿体育指導委員協議会発表 

  平成 21 年度：吉野スポーツクラブに教室事業等

の委託 

 ・ 一方で、老朽化が著しく、次のように、機能の

運動公園の維持・更新 

総合型スポーツクラブの継続 

 ・吉野運動公園の維持管理の継続(指定管

理制度の導入検討などを含む)  

 ・老朽化した施設・設備の更新 

 ・体育指導委員の充実 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

 縮小をしている。 

平成 19 年度：ちびっこ広場の遊具の撤去 

平成 20 年度：木の子広場の遊具の撤去ファミリー

プール閉鎖 

 平成 21 年度：野球場ナイター設備の改修 

 ○ 町民が安全で安心してスポーツが出来るよう

に、老朽化した施設の改修計画の策定と、専門的

な指導者の育成が必要である 

  体育指導員の研修会開催増、指導委員の担当制の

導入、指導体制の組織化、スポーツクラブ等との

連携強化。用具・備品類等の不備、有資格者不足

による総合的・専門的指導体制の未整理。 

 ○ 運動公園の緑地を管理するには、多くの人材が

必要であり、施設の指定管理制度を活用し、町の

負荷を減らせるように進めて行く必要がある。 

 ・町民体育祭を継続している。 

 

④歴史・文化 

 ・ 吉野歴史資料館を中心に、次のような調査・保

全を実施してきた。 

  平成 15 年度：上田家文書調査報告書刊行 

  講演記録集『聖地吉野の誕生』・『柿本人麻呂と

吉野』刊行 

 ・ 史跡宮滝遺跡の保護のための遺跡の公有化、遺

跡公園整備は、次のように進めている。 

  平成 17 年度まで：継続的に遺跡の公有化を実施

（史跡指定地の約 50％の公有化完 

        了）。現時点では町の財政状況によ

り、一時的に中断している。 

  平成 19 年度：案内看板を設置し利用者の利便を

図った。 

  平成 21 年度から：本格的な整備は現在の町の財

政状況から着手し難いため、花の植

栽・遺構をイメージした花壇を整備

するなど可能な範囲で美観の保持

に努めている。 

   遺跡の調査は、現時点では遺跡公園事業に着手

していないため未着手。 

 ・ 天然記念物妹山樹叢は、平成 19 年度より、地

元河原屋区に定期的な巡視と管理を委託し、地元

の意向を踏まえて管理を行っている。 

 ・ その他の文化財の調査は、現在は吉野歴史資料

館で調査を行うとともに、平成 19 年度には奈良

地域伝統文化保存協議会と提携して 0 予算で調

査を実施した。奈良地域伝統文化保存協議会との

連携は平成 21 年度も実施している。 

 ○ 文化財を調査・保全にするための財源、専門的

歴史・文化を活かしたまちづくり活動の継続

 ・歴史資料館活動の継続 

 ・発掘調査、保存の継続 

 ・町村を越えた広域的連携の模索と実践 
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知識・技能を有した多方面の専門職員の不足 

・ 吉野歴史資料館は、経費節減のため土日祝日

以外の事前予約制・冬季休館・月火休館などを図

った結果、資料館のサービス機能が低下した。こ

れを補うために、事務室の一部等を多目的室に改

良して、平成 20 年度では 0 予算によるお届け資

料館・ようこそ資料館・てくてく資料館などの教

室への参加者が資料館の全利用者の約 20％を占

めた。 

これらの教室は、町民利用が多く、区単位や地

区の老人会単位での利用もあり、地元に資料館の

活動成果を還元するという意味でも大きな効果

があった。 

 

⑤人権尊重 

 ・ 吉野町人権・同和問題啓発活動推進本部の機構

改革及び啓発・教育・運動推進体制の整理を行っ

た。 

 ・ 啓発等の取り組みは、「差別をなくす町民集会」

の開催、人権週間中に町内啓発活動、各種強調月

間・週間等にちなんだパネル展の開催等を地道に

行っている。 

 ・ 児童館・竜門解放センター・中竜門ふれあいセ

ンターを機能統合して龍門総合会館とし、より多

くの世代が来館し、交流の拠点となりつつある。

 ・ 幼稚園・学校では、「人権を確かめあう日」に

児童の実態にあった人権講話を実施し、人権意

識・人権感覚の高揚を図っている。特別支援学級

在籍児童と通常の学級との交流及び共同学習を

積極的に行い、認め合う仲間づくりを進めてい

る。幼稚園や小学校間の交流を通して、心のこも

ったあいさつ運動を展開し、園児や他校児童との

人間関係を築き仲間づくりを図っている。 

 ・ 人権教育は、平成２年度から実施している「さ

わやかセミナー」を軸に、部落問題・障害者問題・

女性問題等の個別の課題を丁寧に位置づけなが

らも、それらの課題に固執せず、一人ひとりの思

いや願いをつなぎ合わせる教育を進めている。 

 ・ 人権さわやかセミナー：平成２年度からの継続

事業で、８会場で実施。 

 ・ 人権教育推進講座：年２回開催。講師は、職員

で対応。 

 ・ 人権教育番組の作成 

 ・ 町・郡人推協支援事業 

 ○ 長期的・継続的な取り組みにより、住民意識の

中には「人権の感覚」が根付きつつある。しかし、

社会の変化とともに、新たな人権侵害事案も起っ

啓発活動、情報発信の継続 

 ・活動体制の更新 

 ・同和問題、人権問題に関する啓発の効果

的推進 

 ・龍門総合会館の有効活用 

 ・人権相談（DV・子どもの虐待等）の相談

体制の整備と対処のための庁内ネット

ワークづくり 

 ・より具体的に人権施策や人権教育の進め

方について、明確にする必要性 

 ・今後の推進体制について行財政改革の中

で、さらに有効な組織体制の確立 
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ている状況もあり、それらに対応する取り組みが

必要である。 

 ○ 人権問題だけではないが、教室等への参加者が

高齢層であり、若年層の参加や関わりを進める必

要がある。 

 ○ 財源や職員減少に伴い、啓発活動・研修等の活

発化ができていない。根幹となる「啓発活動推進

本部」が十分な責務を果たしていない。 

   教育、運動が先行している傾向があり、行政総

体として、行財政改革を断行しながら人権施策、

人権教育を進める方向性を持つべきである。 
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第３章 誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくり 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

①保健・医療 

保 健 

 ・ 保健事業は、保健センターを中心として、一次予

防の重視・疾病の早期発見にむけて「健康よしの

21」計画を広く周知させて推進している。健診の受

診率は横ばい状態、虫歯予防対策に取り組んでいる

が、その効果は年により様々。 

 ○ 少子化対策として妊婦健診の無料化、女性特有の

癌対策事業等を、平成 21 年度より期間を限って

国・県よりの補助事業として実施しているが、町単

独・交付税参入事業となった時に、予算上、体制が

維持できるかが問題といったことが起こりがち。 

   健診実施場所までの交通手段がスマイルバスの

みでは難しい。 

医 療 

 ・ 平成 12 年に新病院がオープンして約 10 年、地域

の拠点病院、急性期病院、二次救急医療病院として

の役割を継続しつつ、高次医療等は奈良県立医大付

属病院等との連携を継続し、地域医療の確保に努め

ている。 

   平成 20 年に地域医療連携室を開設し、地域の診

療所や奈良県立医大付属病院、周辺病院との交流・

情報交換・患者紹介等で連携を図っている。 

 ・ 病院経営の見直し（経営基盤の強化）を推進して

おり、平成 21 年には物品物流管理（SPD）及びオー

ダリングシステムの導入により、人的・経費的負担

の軽減を図った。 

   広報・PR のため、町文字放送での診療科・診療

時間等の案内。町スマイルバスの運行により、町内

各地から吉野病院へのアクセスの利便を高めてき

た。 

   町立大淀病院及び県立五条病院との緊密な連携

方策も模索している。 

 ○ 医師の不足、看護師の不足、とりわけ整形外科医

師の確保が厳しい状況にある。 

   平成 21 年度中に、機能転換を余儀なくなる可能

性もある。(経営基盤の立て直しを図って現状維持

で経営を続けるのか、一部医療の療養型病床への転

換を図るべきかを検討・模索する予定であった。し

かし、整形外科医派遣の削減(３人のうち２人)によ

り、一部医療の療養型病床への転換を進めざるを得

ない可能性あり。 

  超高齢者社会に向けて、福祉・介護との連携を図り、

在宅医療の充実も視野にいれなければならない。 

 ・ 老人医療費助成事業は、平成 22 年７月末で対象

者はゼロになる。 

安心して健康に暮らせる体制の継続 

保 健 

 ・これまでの活動・事業の継続 

 ・健診実施時などの交通手段の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医 療 

 ・吉野病院の存続方策の模索と実践 

 ・国民健康保険の健全運営 
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平成 20 年度より、後期高齢者医療制度が始まった。

制度の運営主体は、奈良県の全市町村で設立した広

域連合になる。しかし、申請等の窓口業務、被保険

証の発行、葬祭費の申請受付、住基・所得等の情報

との連携業務、保険料の納付書・決定通知書の作

成・送付、徴収業務は市町村の受け持ちになる。(町

の負担額は、定額市町村負担金が 1.2 億円/年、 重

度老人等心身障害者医療費助成が 10～13 百万円/

年) 

 ・ 乳幼児医療事業、心身障害者医療事業、母子医療

事業として、医療費の一部を助成している。（所得

制限有り） 

   資格更新時期は、平日の役場開庁時のみだけでな

く、夜間や休日も窓口対応し、平日の昼間に来れな

い人に対しても、手続きに来てもらいやすいよう改

善している。健康福祉課とも連携をとり、該当者に

漏れが生じないようにしている。 

 ・ 国民健康保険については、平成 18 年度より重複・

頻回対象者指導事業を行い、医療費の抑制に努めて

いる。平成 20 年度からは特定健診・特定保健指導

が開始され、予防事業を行うことによって医療費の

抑制を図っている。 

 ○ 保健指導は、短期間では成果が得にくいため、長

期間での評価が必要。高度医療等での医療費の伸びは、

保険者(町)では抑制しがたいと思われる。 

 

②高齢者福祉 

 ・ 平成 12 年度より、介護保険制度の周知を図り、

制度導入を推進した。 

 ・ 平成 13 年度に設立した訪問看護ステーション、

居宅介護支援事業所は、民間施設が立地したので、

平成 19 年度末に廃止。 

 ・ 平成 18 年の介護保険法の改正により、地域包括

支援センターで地域支援事業(介護予防、普及啓発、

住民グループ支援)を開始。 

 ○ 広報周知の徹底、地域包括支援センターまでの移

動手段の充実が必要。 

   高齢化や認知症により在宅での生活が難しくな

って施設入所により、介護給付費の増加、それに伴

う保険料の増加が見込まれる。 

  

安心して暮らせる体制の継続 

 ・介護保険事業の円滑な継続 

 ・多様な担い手等による介護予防、高齢

者の生きがい支援、在宅介護者の支援

の推進 
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③その他の福祉 

児童・母子(父子)福祉 

 ・ 就学前の子どもの親たちの情報交換の場所として

保育所を位置づけており、平成８年度より就学前保

育の実施、平成 13 年度より１歳児保育、平成 16 年

度に保育所屋根の一部等を改修。平成 21 年度に、幼

保総合施設整備工事により、幼稚園・保育所間の渡

り廊下の新設、保育所屋根の未改修部分の改修を実

施。 

 ・ 就学前教育の見直し方策として幼保一元化をめざ

して、平成 21 年度に幼保一元化等検討委員会を設

置。 

 ・ 吉野町次世代育成支援後期行動計画は、吉野・大

淀・下市町が連携して広域的視野をもって、平成 17

年度に前期計画、平成 22 年に後期計画を策定。 

 ・ 児童手当制度は、子ども手当に移行するが、次の

ような沿革により進めてきた。 

  平成 12 年～：義務教育就学前まで支給対象が拡大 

  平成 16 年～：小学校第３学年修了前まで拡大 

  平成 18 年～：小学校修了前まで拡大 

  平成 19 年～：３歳未満の児童手当額が一律月１万

円に拡充 

  ○ 近は、対象となる子どもの減少により事業が

頭打ちになっており、同時に開設されている民間ボ

ランティアによる「木の子文庫」や、龍門総合会館

で実施している「あそぼう会」との連携を深める必

要がある。 

障害者(児)福祉 

 ・ 障害者の福祉施策は、平成 14 年度までは措置制

度であったが、平成 15 年度から障害者自らがサービ

スを選択し、事業者と対等な立場で契約を結びサー

ビスを利用する支援費制度が発足した。 

平成 18 年度から身体・知的・精神の３障害を一

元的に支援する障害者自立支援法が施行され、それ

ぞれの障害者の在宅支援が強化された。 

相談事業については、１市３町の連携により、専

門的な相談支援の事業所を確保している。 

 ○ 福祉サービスを提供する事業所等の社会資源が

少く、自由にサービス提供事業所を選択できない。

児童・母子(父子)福祉 

子どもの減少を踏まえた諸施策の推進 

 ・これまでの施策の継続・改善 

(幼保一元化も踏まえて) 

 ・学童保育についての検討 

(場所の選定など) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者(児)福祉 

安心して暮らせる体制の継続 

 ・これまでの施策の継続・発展 

  (サービス事業所の誘導など) 

 ・啓発・情報提供活動等の一層の推進 

④防災、消防、救急 

 ・ 家庭用防災マニュアルを各家庭に配布し、避難場

所等を周知。吉野町洪水・土砂災害ハザードマップ

作成。吉野町地震防災マップ作成。吉野町地域防災

計画の改訂。 

 ・ 県林野火災消火訓練、自衛隊との災害対処訓練(2

回)を実施。自主防災組織の結成(組織率は H21.07

現在で 98.19％) 

安心して暮らせる体制の継続 

 ・防災協働社会の実現をめざして、広域

消防、消防団、自主防災組織と町の連

携促進 

・これまでの諸活動、事業の維持 

 ・老朽化、デジタル化への対応なども含

めた施設・設備の維持・更新 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

○ 土砂災害警戒区域の指定が平成 20 年度から進

められているが、ほとんどがイエローゾーンに入っ

ている為、避難経路の確保、体制整備、住民への周

知の方法等を検討する必要がある。 

 ・ 消防団員の確保が困難な状況になり、規模が小さ

くても機動力のある強い消防団をめざし、平成 21

年４月現在で国栖地区は５分団から２分団に、龍門

地区は８分団から３分団８部制に統合され、団員の

平均年齢も若返っている。 

 ○ 消防車両、防火水槽、消防施設の維持管理を実施。

設備の老朽化に伴う経費の増大、年数が経過しす

ぎて修理部品がなくなっている設備もある。 

 ・ 救急活動は、吉野広域行政組合消防本部で行って

いる。平成 21 年から大阪府ドクターヘリの共同利

用を行うため、臨時場外離着陸場として｢吉野運動

公園グラウンド」を指定。 

 ○ 近年の救急業務は、高齢化、医療の高度化等によ

り増加、複雑多岐に渡る傾向にある。 

平成 25 年４月を目途に、県下１消防本部体制に

向けた取組みが進められている。 

   消防救急無線がデジタル化へ移行（期限は平成

28 年５月）。 

 

⑤交通安全、防犯対策 

 ・ 観光リクリエーション客への交通安全啓発の充

実。（吉野山で啓発パレード、尾仁山交差点で啓発、

交通安全啓発全国キャラバン隊による啓発活動の

実施） 

 ・ 平成 20 年から振込詐欺防止対策の一環として年

金支給日に合わせ町内 ATM 前で啓発活動を実施

（町・吉野署・地域推進委員）。 

 ○ 高齢者ドライバーが増加しており、交通を取り巻

く環境は厳しい｡同様に高齢者を狙った振込め詐欺

被害や車上あらしなどの事件も発生している。 

 ・ 学校では、交通ルールやマナーの指導を重視する

とともに、防犯教室を実施して犯罪や危険から身を

守る態度や能力を養っている。 

 ・ 教育委員会と連携し、平成 14 年度から町内小中

学校の新入生に防犯ブザーを配布。 

 ・ 平成 17 年度より、役場職員の協力を得て、通学

時に、公用車による青色パトロール巡回を実施して

いる。 

   かけこみ「110 番制度」を継続実施。 

   通学懇談会・地区別懇談会において、危険箇所の

把握を実施。 

子どもと高齢者の安全・安心対策の継続 

 ・関係機関、地域住民と連携しながら安

全・安心して暮らせるまちづくり活動

の継続 

 ・高齢者の交通安全対策や振込め詐欺防

止対策などの継続 

 ・子どもの安全確保対策の継続 
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⑥相談体制 

 ・ 高齢化が進む中で、次のような相談窓口の開設に

より、訪問販売等の消費生活に関するトラブル、多

重債務等の法律問題の解決に向けた諸問題の解消

に繋がっている。 

   平成９年より吉野郡消費者生活実践連絡協議会

を設立し、郡協議会で１名委託。 

吉野、大淀、下市、川上の３町１村で３ヶ月毎に

巡回で毎週火曜日に消費者生活相談窓口を開設。 

無料法律相談を、３町巡回で毎月１回開催。 

相談体制の継続 

 ・これまでの諸活動・事業の継続 
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第４章 吉野らしい産業を育むまちづくり 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

①林業・地場産業 

林業・製材業 

  ・林業及び製材業の再生を目的とした共同での

新商品開発、販路拡大を行うため、商工会との

情報の共有等により次の活動を行っている。 

  平成 11～20 年度：吉野山灯り展の開催 

  平成 16 年より：JAPAN ブランド育成支援事業

に採択され商品化（吉野スタイ

ル）の周知活動 

         平成 21 年度は、奈良県土産物

大賞に３品が選ばれた。 

 ・ 平成 18 年に大淀町森林組合、吉野町森林組

合、東吉野村森林組合が合併して吉野中央森林

組合が誕生し、２町、１村の森林面積に応じて

育成補助金を交付して、活動を支援している。

製箸・紙すき業、その他の工業 

 ・ 吉野製箸工業協同組合、吉野手すき和紙組合

が実施する PR 等に協力支援。 

   製箸では、間伐材マーク、地域商標「吉野割

箸」を取得し、新たな販路の拡大。 

 ○ 従事者の高齢化と後継者不足。 

林業・製材業 

吉野らしい林業振興の体制づくり 

 ・森林の公益機能、地場産業としての林業の

役割を踏まえた諸施策の推進 

 ・吉野材の需要拡大方策の発展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製箸・紙すき業、その他の工業 

吉野らしい工業・地場産業振興の体制づくり 

 ・紙すき等、地場産業の振興方策 

 ・工業全般への振興支援 

②観 光 

 ・ 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、地

域も広域的であることから、南和広域連合等に

より次のように連携して推進している。 

  平成 12 年：世界遺産への登録事務の開始。 

  平成 13 年：世界遺産暫定リストに追加される。

  平成 16 年：「紀伊山地の霊場と参詣道」とし

て登録される。 

       登録記念イベントの開催、奥駈道復

元整備、説明板・道標の設置。 

   以降、町や関係機関により、広域観光パンフ

レット、ホームページの作成。フォトコンテス

トの開催及び写真展、首都圏イベント開催など

を実施している。 

 ・ 平成 16～17 年度に世界遺産案内板と石標柱

を設置、吉野古道の復元、既存施設（トイレ等）

の軽微な修繕を行った。 

 ・ 環境省、県による公衆トイレの設置。吉野山

交通・環境対策協議会との連携し街並みに合致

した案内看板の作成。吉野山のトイレの維持管

理は、駐車場委員会が代行。 

   環境省、県、教育委員会と連携して世界遺産

を中心とする歴史的景観保全を看板等での啓 

桜山も含めた「観光」の役割と体系づくり 

吉野らしい観光振興の体制づくり 

 ・地域づくりの中での「観光」の役割の明確

化 （地域毎の状況も意識しつつ） 

 ・各観光拠点の充実とネットワークの全体

像の明確化と、その推進 

（適切な規制緩和も踏まえて） 

 ・観光交通への対応 

  （道路、駐車場、案内表示、トイレなど）

 ・桜山の維持管理に関する町としての取り

組みの方向の明確化 （位置づけ、対策）

 ・観光地としての効果的な PR、情報発信の

促進 

 ・特産品開発の推進 
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発。 

 ・ 案内板、道標の新設及び改修、遊歩道の危険

個所の点検と補修は、町管理分は随時補修、そ

れ以外の国立公園及び県立公園内の遊歩道の

整備は、毎年度、国、県に要望している。 

 ○ 国及び県ともに、遊歩道の改修・新設補助が

原則廃止された。 

 ・ 宮滝では、遺跡公園としての整備を行って観

光の拠点として活用することを目標に、遺跡地

の買収を進め、河川交流センターを設置した。

 ○ 財政事情から、宮滝遺跡の史跡地の発掘調査

及び公園化の目途が立たっていない。 

 ・ 体験型の活動の場づくりにより、観光客の誘

致を図るため、吉野山地区では平成 16 年から、

世界遺産登録を記念して、修行の道体験ウォー

クと宿泊者による朝の勤行体験を実施し、安定

した参加者で推移している。国栖地区では、平

成 18 年に製箸、紙すき業者などが中心となり、

国栖の里観光協会を設立。ものづくり工房体験

フェスタも開催して来訪者数を増加させてい

る。 

 ○ 修行の道体験ウォークでは、参加者の安全確

保、長期間の受け入れ体制がとりにくい。もの

づくり工房では、場所の確保（キャパ）人的な

確保が出来にくい。 

 ・ 休館していた吉野山ビジターセンターの県か

らの譲渡を受け、観光拠点施設として活用する

予定となっている。 

 ・ 吉野見附三茶屋施設は、平成 21 年８月に施

設全体について、２年限定の利用を公募する

が、利用希望者の選定には至らなかった。その

後、21 年 12 月に工房街道推進協議会などから

利用希望があり、22 年 4 月の再開に向けて、

準備を進めている。 

 ・ 町観光協会（吉野山・国栖・津風呂）の活動

が、各地区の観光振興とともに、吉野山民宿組

合と国栖の里観光協会の連携（宿泊者のものづ

くり体験工房めぐり）など、相互の連携強化を

図るようになってきている。 

   国栖の里観光協会では、平成 20 年に空家、

空店舗の調査を実施。 

 ・ 「吉野」の多角的な魅力の発信を行うため、

次のようなテーマで観光講座を開催し、県の補

助がなかった場合でも、概ね定員の 60～70％

の参加があった。 

  平成 13 年度：万葉吉野紀行 

平成 14 年度：吉野から奏でる万葉のしらべ 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

        (吉野魅惑体験事業) 

平成 15 年度：菅笠日記の道 

平成 16 年度：吉野の文化と修験道の世界 

平成 17 年度：名将と麗人 義経・静 

平成 18 年度：万葉の時代に浪漫を求めて 

平成 19 年度：万葉の世界と山岳宗教 

      (藤原京ルネッサンス事業) 

平成 20 年度：太平記が語る吉野山哀史 

平成 21 年度：国栖の里の伝承と大和王権 

 ・ 観光ボランティアガイドの会は、平成 16 年

に設立し、会員 16 名で、吉野山を中心に年間

約 5,000 人の観光客の案内、ホームページの開

設、外国語ガイドの対応など多様な情報発信を

行っている。 

この会への支援は、次のように実施している。

  平成 19 年度：腕章の作成 

  平成 20 年度：防寒着の作成支援 

  平成 21 年度：書籍等の購入 

・ 平成 20 年度より、吉野町のサポータの組織化

をめざして、人生の節目「還暦」をきっかけに

旧六ヶ町村単位の小学校、中学校の同窓会を、

「還暦同窓会」（３回目の成人式）として開催

した。今後それを軸としてふるさと応援団の設

立を目指す。 

 

④商 業 

 ・ 商工会との連携により、次のような特産品の

販売促進等を支援している。 

吉野ゆめまち「遊 you 市」は、14 事業所が

出展、毎月第３土曜日開催。平成 20 年から河

原屋の「ふるさと市 吉野」に移転。 

   「ふるさと市 吉野」は、毎土曜日（９時～

１２時）営業。 

   ふるさと納税者への地域特産品プレゼント

は、参画事業所数 20 により実施。 

   町内共通商品券のエコポイントとしての交

換を申請。 

   年末お年玉ビッグプレゼントセールの実施

支援。 

  

吉野らしい商業振興の体制づくり 

 ・商業振興策の再構築 

  （観光との結びつき強化も踏まえた振興）

⑤農 業 

 ・ 平成 12 年度より中山間地域等直接支払制度

を導入して、その間、協定農地は適正に管理さ

れ、耕作放棄地の増加を抑制してきた。 

 ・ 遊休農地、耕作放棄地の解消のため、農林産

物品評会の開催や農業者団体への助成を行っ

てきたが、品評会は出展者が減少する等、規模

吉野らしい農業振興の体制づくり 

 ・遊休農地、耕作放棄地の解消 

 ・地産地消、直売の推進 
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第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

が小さくなってきている。農業者団体も、高齢

化が進み活動が縮小してきている。 

 ・ 平成 21 年度よりの新規事業として、遊休農

地、耕作放棄地の解消に向けて新規作物の導入

や農地の流動化を図って、地域特産品の開発、

普及並びに地産地消の推進等を進めている。 

 

⑥新しい産業 

 ・ 企業誘致等については、県企業立地推進課や

商工会と連携して、次のように推進している。

  平成 3年：新規投下固定資産額が新増設におい

て 2500 万円以上の事業所に対し、3

年間の課税免除（過疎地域自立支援促

進特別措置法に係る町税の特別措置）

  平成 19 年：吉野町土地開発公社有地（大槌公

園）を公売し、㈱トクモトによりドラ

イブイン、特産物販売所等の沿道サー

ビス事業の準備中。 

  平成 20 年：企業立地促進法に基づく奈良県企

業立地基本計画について、県と協

議、県から国への基本計画の提出 

       旧中竜門小跡地の利活用について

の提案募集 

  平成 21 年：旧中竜門小跡地の老人福祉施設の

整備計画推進の県への依頼 

       みどりの村の公有地を有効活用す

るため、農業利用を前提に使用者の

公募を行い、平成 22 年より民間事

業者へ公有地を貸し付けることと

なった。 

 ○ 企業誘致を推進するにあたり、条件となる広

大な工場用地や大型車両が通行可能な道路、用

途地域等の規制や景観等において、町内でこれ

らの条件を満たす対象地域が限られている。 

 ・ 新しい産業の創出は、平成 11 年から実施し

てきた「吉野山灯り展」の成果として、吉野町

商工会を中心に、吉野材と吉野手漉き和紙など

のメーカーの集合体として吉野ウッドプロダ

クトが設立され、伝統的な素材と新しい感覚と

技術を取り入れた製品を開発販売している。 

新しい産業づくりの継続 

 ・文化遺産等の資源を活用した産業の高付加

価値化の推進 

 ・企業誘致に対する優遇制度導入の検討 

 ・産学官や異業種の連携などにより、新たな

交流や価値創造の推進 

（健康・福祉産業、環境産業等の新分野の

起業化の促進） 
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第５章 基本計画の実現に向けて 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

①住民と行政の協働のまちづくりの推進 

 ・ 町内の住民を対象に、毎月１回「広報よし

の」を発行し、次のように改善を図っている。

経費削減のため、取材・編集は町各課の協力も

得て、職員が行っている 

  平成 14 年度：DTP 導入 

  平成 19 年度：広報紙フルカラー化 

  平成 20 年度：中頁への有料広告掲載開始 

  平成 21 年度：裏表紙への有料広告掲載追加 

 ・ 町ホームページを通して、行政情報・観光

情報・イベント情報を発信し、意見や質問を書

き込めるコーナーを設け、町内外からの意見を

聴取している。 

ホームページの内容は、平成 14 年より、職

員で更新している。 

 ・ 平成 12 年に町情報公開条例、平成 14 年に町

文書取扱規程施行している。公文書開示請求

は、累計で前期５年間は５件、後期５年間は２

件となっている。 

 ○ 情報公開の効果的な推進のためには、文書管

理に伴う保管場所の確保、公会計連結財務書類

作成のための財産台帳整理、電子決裁の導入等

の検討が必要。 

 ・ 男女協働参画社会の確立に向けては、男女共

同参画推進週間等のパネル展の開催や各種人

権研修会等で啓発・教育をしている。 

 ・ 次のように地域づくり団体への支援等を行っ

てきた。 

平成９年：「吉野曼荼羅まちづくり会議」を、

住民がまちづくりの知識や経験を学

び、中核的な人材を育てる場、住民と

協働して進めるまちづくりの学習と

必要な制度等の整備を行う場として

設置。(平成 17 年まで) 

平成 13 年：（財）自治総合センターコミュニ

ティ助成事業により、住民開放型撮

影・編集機器の整備 

平成 14 年：「活き活きまちづくり奨励金制度」

を開始。吉野曼荼羅まちづくり会議で

育った方などを中心とし、それぞれの

思いのまちづくりに取り組まれた。

(平成 17 年まで) 

  平成 14 年：住民参加のまちづくり総務大臣表

彰受賞。 

  平成 15 年：上市町屋サロン印刷機器、音響機

住民と行政の協働によるシステムの確立 

情報の共有化等、基礎的な施策の充実 

 ・行政の役割と責任を明確化した上で、住民

参加のまちづくりシステムの確立と推進 

 ・広報紙、ホームページ、ケーブルテレビな

どにより情報提供の充実 

 ・町政モニター、町政懇談会など広聴制度の

充実 

 



 - 27 - 

 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

器を（財）自治総合センターコミュニテ

ィ助成事業受けて設置 

  平成 15 年：（財）自治総合センターコミュニ

ティ助成事業により、区の花整備事業ヲ

実施 

   その後、吉野山まちづくり協議会の発足への

協力と活動支援や情報提供、大阪芸術大学のイ

ナカデザイン研究会の活動支援及び連携など

を進めてきた。 

 ○ 住民と行政との協働がキーワードとなって

いるが、協働そのものが目的となってしまい、

本来の「よりよい地域づくりの実現」という目

的があやふやになりがちになる。 

 

②広域連携の推進 

 ・ 南和広域連合により、次のような取り組みを

行っている。 

平成９年３月：連合設立時に 10 億円の基金に

よるふるさと市町村圏基金を造

成して、ふるさと市町村圏計画を

策定し果実運用により、広域観

光、世界遺産関連イベント、人材

育成事業などの広域事業を実施。

平成 11 年度より：介護認定審査事務を実施。

平成 12 年度より：平成 16 年までの取り組みに

より世界遺産「紀伊山地の霊場と

参詣道」の登録。 

平成 18 年度より：障害区分認定審査事務を実

施。 

 ○ 国において従来の広域行政圏行政の取扱い

が大きく転換され、また広域連合運営上、中心

となる団体の財政的人的負担増となっており、

現在、今後の南和広域連合のあり方について検

討中。 

 ○ 新たな広域連携のあり方、枠組みについて関

係団体で議論し、新たな展開について模索する

必要がある。 

   広域連携に馴染む事務事業について、近隣町

村との協議を行う場が必要である。団体間の人

事交流も、お互いを知る上で一つの手段であ

る。 

・ 吉野広域行政組合でのごみ処理、消防、救急、

火葬場、吉野三町村老人福祉施設「さくら苑」

の運営事業は、継続して行っている。 

 ○ 吉野広域行政組合については、各施設の老朽

化等により施設の改修費用が各団体の負担と

なってくる。 

効果的な広域行政活動の一層の推進 

 ・これまでの広域行政活動の一層の推進 

 ・新たに広域行政で取り組むべき課題の明

確化 

 



 - 28 - 

 

第３次総合計画期間の実績、施策推進上の問題点等 各施策別の課題 

 ・ し尿処理については、大淀町・下市町ととも

に処理場を建設、広域処理体制を確立する準備

を進めていたが本町は離脱。現在、五條市に委

託処理の方向で進んでいる。 

 

③計画的、効率的な行財政運営の一層の推進 

 ・ 消耗品の一括購入は、見積徴収を年１回から

年３～４回に増やしより安価で調達している。

 ・ 広告掲載事業は、広告を掲載した公用封筒を

確保、HP のバナー広告、広報誌への広告掲載

を実施している。 

 ・ 機構改革は、次のように実施した。 

平成 18 年：グループ制導入、14 組織→10 組織。

平成 20 年：11 組織→15 組織。 

 ・ 職員の能力開発は、平成 15 年の地方自治法

の改正により「人材育成基本方針」の作成義務

化され、吉野町は平成 21 年３月に作成したが、

研修などへの参加は各課で運用している。 

 ・ 職員数の定数管理は、平成 21 年４月に吉野

町定数管理計画を策定している。 

 ・ 中竜門地域振興センター（旧中竜門支所）、

国栖の里総合センター（旧国栖支所）の戸

籍・住民票事務を本庁で対応するようにした

後、両支所を地域活性化センターとしての活

用策を模索している。 

 ・ 平成 15 年より住民基本台帳ネットワーク

システムを導入。平成 21 年度より住民票等

宅配サービス制度を実施している。 

   住民基本台帳の電算化により、全国共通の

本人確認ができるようになった。 

 ○ 住基カード発行システムの導入から７年

経過しており、システム機器の更新が必要で

ある。 

 ○ 戸籍の電算化に向けての財源確保及び戸

籍事務処理担当職員の育成が必要。 

  平成 20 年度交付件数 

住民票謄抄本等6,889、通戸籍謄抄本5,422通、

印鑑証明 4,024 通 

 ○ 庁舎は、築 50 年が経過し老朽化による雨

漏り、排水施設の改善はもとより、施設全体

の耐震補強が必要である。特に、本庁舎は、

災害対策本部が設置されるため、早期の対策

が必要。 

 ・ 使用料、補助金の見直しを実施した。 

 ・ 行政財改革は、次のように実施している。

  平成８年度：吉野町行政改革推進本部設置 

  平成 11 年度：行革大綱及び実施計画の策定

行財政システムの一層の更新 

 ・行財政改革の実績を踏まえた見直し 

 ・一層の財政の健全化 

 ・新しい時代に対応できる職員研修の推進 

 ・役場の業務の一層の周知 

 ・役場本庁舎の環境改善 
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  平成 16 年度：職員アンケート実施 

平成 17 年度：行財政改革プロジェクトチー

ム設置、吉野町新行財政改革プ

ログラム策定 

  平成 18 年度：老人福祉センター等に指定管

理者制度を導入 

   以後、行革プログラム実施と検証を継続 

  平成 21 年 3 月：行政改革特別委員会に行革

プログラム進捗状況を報告 

   平成17年度～平成21年度までの効果額の

目標を 14 億円と定め、実質の効果額（予算

ベース）は累積で 740 百万円となった。 

   現行行革プログラムの達成率は、新たな財

源の確保として入湯税、新たな寄附制度とし

てふるさと納税・さくら寄附の導入を含め、

実施項目内容から見て 69%、金額的に見て

77.2%となっている。 

 ○ 就労人口の流出や産業の構造的不振から

の脱却が困難であること、吉野病院の経営が

一層深刻になりつつあること、各施設の老朽

化による更新時期が迫っていること等々、財

政状況の更なる悪化が懸念される。 

 ○ 職員の行財政に対する一層の意識改革と、

確実な事務事業評価の実施による事業の見

直しを進め、少ない財源のもとでの効率的な

財政運営を図る必要がある。 

 ○ 遊休公有地の売却や職員給与等の減額な

どにより、表面的且つ一時的な財源は確保し

たが、恒久的な財源の確保や安定した財政状

況は確保出来ていない。 

 ・ 平成 15 年の地方自治法改正により施行さ

れた指定管理者制度は、次のように導入して

いる。 

  平成 18 年より：老人福祉センター、宮滝河

川交流センター、コミュニティ

センターつぶろで導入 

  平成 19 年より：中央公民館分館（7施設）、

老人憩いの家（6施設）、生活

改善センター（25 施設）、千

股せせらぎ公園、新子ふれあい

公園 

  平成 21 年より：吉野山小学校施設(吉野山ふ

るさとセンター)を吉野山自治

会と指定管理契約 

 ○ 旧小学校等の老朽化や非耐震構造などの 
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  問題がある建物は、指定管理者となる事業者

等が見つかりにくい。 

○ 使途の決まっていない施設の耐震化などは、

財政事情からも到底不可能であり、放置するう

ちに老朽化も進むことから、適化法を勘案しつ

つ、既存施設の撤去や売却等の処分も検討しな

ければならない。 

 ・議会事務局では、議会運営、会議録、委員会

録の調整、秘書、庶務等の日常業務に加え、

議員活動に対する補佐を行う。事務局には、

政策の立案、 新情報の調査などの機能が求

められているが、事務局体制の現状は、手不

足である。 

 ・ 市町村合併は、次のように進めた。 

平成 14 年７月～：吉野郡町村合併検討協議会

平成 15 年３月～：吉野郡８町村合併協議会 

平成 16 年６月～：吉野町・上北山村・東吉野

村合併検討協議会 

平成 16 年９月～17 年３月：吉野町・東吉野村

合併協議会に参画するも、単

独で進むことになる。 

 

 

 


