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第４次吉野町総合計画 第１回策定審議会 
会  議  要  旨 

 
■日時： 平成２２年３月２６日（金） 午前１０時～午後１２時５分  
 
■場所： 吉野町中央公民館第３・４研修室 
 
■出席者： 

 委員氏名 所属・役職等 
辻本 茂 吉野町議会議員 
中井 章太 吉野町議会議員 

 
１号委員 
 松本 義昭 吉野町議会議員 

上垣 公俊 吉野町製箸工業協同組合 理事長 
上森 康弘 吉野町民生児童委員協議会 会長 
熊谷 貞雄 吉野町教育委員会 委員長 
坂本 隆平 吉野製材工業共同組合 理事長 
坂本 良平 吉野中央森林組合 専務 
竹本 英利 吉野町連合 PTA 会長 
辻村 允子 吉野町ボランティア連絡協議会 会長 
秦 英世 吉野町商工会 商業部 副部会長 
福井 逸生 吉野町観光協会 会長 
福田 鹿男 吉野町区長連合会 会長 
藤裏 勲 吉野町農業委員会 会長 

 
 
 
 
 
２号委員 
 

南 幸雄 吉野町老人クラブ連合会 会長 
３号委員 寺田 豊 奈良県知事公室 次長 
４号委員 三井田康記 畿央大学健康科学部人間環境デザイン学科教授 
５号委員 大西 秀明 公募委員 

大北 雅祥 吉野町企画政策課 課長 
上林 勝則 吉野町企画政策課 課長補佐 
椿本 久志 吉野町企画政策課 主査 

事務局 

井上 紀子 吉野町企画政策課 主査 
 
■欠席者： 
2 号委員 岩城 輔教 吉野町社会福祉協議会 副会長 
5 号委員 小崎 佳代 公募委員 
 
 
■配布資料 
  ・議事次第 
  ・資料①  吉野町総合計画策定審議会委員名簿 
  ・資料②  吉野町総合計画策定審議会条例 
  ・資料③  吉野町総合計画策定審議会傍聴要領（案） 
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  ・資料④  第 4 次総合計画の概要について（策定作業計画書） 
  ・資料⑤  吉野町のまちづくりについてのアンケート調査結果報告書 
  ・資料⑥  第 4 次総合計画のまちづくり課題の設定について 
  ・参考資料  第 3 次総合計画の実績・問題点・課題について 
 
 
１．開会（午前１０時） 
 
 
２．委嘱状交付 
 
 
３．町長挨拶 
本日は第４次吉野町総合計画第１回策定審議会に委員の皆様にお集まりいただきあ

りがとうございます。これまで、たくさん委嘱状の交付をさせていただいておりますが、

今回の委嘱状交付は、いままでで一番気合いを入れてお渡ししました。 
というのも、総合計画は、約３０年前、国の方から、地方自治体はまちの将来像やま

ちづくりの指針を示した総合計画を作りなさいということになり、策定したものですが、

地方分権の推進などを受けて、もうすぐ作らなくてもいいという方向になるかもしれな

いところです。しかし現実には、総合計画とは町のバイブルのようなものであると思っ

ています。 
また、現行の第３次総合計画については、私も議員をしていた時期に策定されたので

すが、本当にきれいな冊子を作っていただきました。内容としてもよいものが書かれて

いたのですが、実践出来なかったものも多くあり、本が綺麗すぎて、総合計画を本棚に

飾ってしまったのではないか、という印象があります。 
第４次総合計画の策定に際しては、職員にすでに指示しているところでありますが、

職員が本当にこれを実現していくんだという気持ちで、棚においておくだけでなく、実

際にぼろぼろになるまで使うという計画を策定しなければならないと考えています。 
また、住民の皆さんから見て分かりやすく、進捗を管理しながらずっと使っていく計

画を策定するために、目標の数値をしっかり念頭において、その数値に向かっていくた

めにどうすべきなのか、私も指示していかないといけないところですが、皆様にも、具

体的な達成感を実感いただけるように、この先どのような取り組みをするべきか。この

審議会において、ご審議いただき、ご意見を賜りたいと考えております。 
計画というのは元々、計画どおりに進まないということが往々にしてあります。作っ

たら作りっぱなしではなく、修正するところは修正する作業をしながら、適切な進行管

理を行い、計画に取り組んでいきたいと思います。計画の進捗管理につきましては、策

定審議会にご参画いただきました皆さま方からも、あの計画はどうなったかというよう

なご指摘があればありがたいことと考えているところです。今後もそういう関わり方に

ついてもお願いしたいと思います。計画を作る前からこのようなことを言っていますが、

第４次総合計画の策定にあたりましては、たくさんの意見を出していただいて、すばら

しい計画が策定できますように、皆様の英知を結集していただけることをお願い申し上

げます。 
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４．委員紹介 
第４次総合計画策定審議会委員名簿（資料１）参照 

《欠席者》 
２号委員吉野町社会福祉協議会副会長岩城輔教委員、５号委員公募委員小崎佳代委員 

 
５．会長副会長選出 
（事務局） 
 続きまして、会長及び副会長の選出に移りたいと思います。お手元の資料２、吉野町

総合計画審議会条例の第６条第１項及び第２項により、「審議会に会長、副会長を置き」、

「委員の互選により定める」となっております。会長、副会長の選出につきまして、い

かがさせていただいたらよろしいでしょうか。 
（委員） 
大変失礼ながら、町内各種団体の会長副会長様が多数おいでいただいていますが、こ

の中からお一人選ぶというのも難しいですので、学識・経験の豊富な方ということで、

三井田先生ならこの場をリードしていただけるのではないかと思います。 
（事務局） 

今、４号委員の三井田委員の推薦がありましたが、皆様よろしゅうございますか。 
 
一同了承 
（事務局） 

続いて副会長の選出についてご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。 
もし、意見なければ事務局案として、２号委員吉野製材工業協同組合理事長坂本隆平

様にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
一同了承 
（事務局） 
 ありがとうございます。それでは、会長を三井田委員に、副会長を坂本隆平委員に決

定させていただきます。 
 それでは、三井田会長より、ご挨拶をお願いいたします。 
（三井田会長） 

微力ながら、会長を務めさせていただきます。実は吉野を訪れたのは十数回目で、吉

野のことはペーパー以外ではほとんど分からないという状態です。しかし、まちづくり、

まちおこしは風と土でできるといわれます。風というのはよそから来た人。土はその地

元の人。この２つが重なってできるといわれます。吉野にとって、私は完全な風だと思

います。 
私は２０数年前から奈良市の奈良町でまちおこしをしています。やりはじめたときは、

奈良町といっても誰もわからない、知らないという状態でした。だが、続けると、時間

とともに奈良町と言う名も市民権を持ち始めます。私は、奈良市でも風です。 
風にしか見えないものはたくさんあります。また、土にしか見えないもの、分からな

いこともたくさんあります。この２つがうまく混ざり合ってまちおこしができていくと

思っています。ぜひ、この審議会を契機に、吉野町を良くするための活発な意見交換を

したいと考えます。 
先ほど町長の決意を聞きまして、身を引き締めて務めていきたいと思います。 
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６．総合計画の策定について（諮問） 
（事務局） 
 ありがとうございました。ここで、当審議会に対しまして、町長から第４次総合計画

の策定につきまして諮問いたします。 
【町長から審議会への諮問文の朗読・会長へ手渡し】 

 ありがとうございました。ご着席ください。 
 それでは引き続き議事に移りたいと思いますが、その前に大変恐れ入りますが、町長

が他の公務の都合により、ここで退席させていただきたく存じます。 
  【町長 退席】 
 本日２名の方から、所用により欠席の旨のご連絡をいただいております。なお、本日

の出席委員は１８名で、委員総数２０名の半数以上のご出席をいただいておりますので、

吉野町総合計画策定審議会条例第７条第２項の規定によりまして、会議が成立すること

をご報告いたします。 
 それでは、議事の進行を会長にお願いいたします。 
 
 
７．会議の公開、会議録の公表について 
（会長） 
 それでは、会議次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
 まず、案件に入ります前に、当審議会の会議の公開及び会議録の公表につきまして、

委員の皆さまにお諮りしたいと思います。それでは、詳細につきまして、事務局より説

明をお願いします。 
（事務局） 
 それでは、事務局より会議の公開と傍聴規定、会議録等の公表につきましてご説明申

し上げます。 
 第４次総合計画の策定の過程や資料等について、出来る限り公開していく方針であり、

まちづくりアンケート結果や総合計画の策定方針等につきましては、すでに町ホームペ

ージで公表しているところです。 
 つきましては、当審議会につきましても、原則的に公開とし、誰でもその内容を傍聴

できるものにしたいと考えております。お手元の資料３、審議会傍聴要領（案）をご覧

いただけますでしょうか。これは審議会の傍聴を可能にするにあたり、傍聴のルールを

定めたものであります。 
 【資料３ 吉野町総合計画策定審議会傍聴要領（案）を説明】 
 それから、会議の開催予定についても、ホームページ等に掲載してまいりたいと考え

ております。 
 また、傍聴と同様に、住民への積極的な情報提供の一環として、審議会の会議録を作

成し、資料とともにホームページにおいて公表してまいりたいと考えております。 
 具体的な表現方法としましては、会議の要旨が分かるものとし、「会長・委員・事務

局」という形でまとめていきます。 
 なお、会議録の確認につきましては、各委員さんに内容をご確認いただきたいところ

ではございますが、審議会開催の間隔があいてしまい、確認いただくことが難しいため、

事務局で作成したものを会長にご確認いただき、ホームページに掲載させていただくと
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いうことでご了承いただければと存じます。 
 以上で、会議の公開と傍聴要領、会議録の公表につきまして、説明を終わります。 
（会長） 
 ありがとうございました。事務局より、会議の公開と傍聴要領（案）、会議録の公開

について説明がありました。このことについて、何かご意見等はございますか。よろし

ければ、この審議会の会議は、原則公開することとし、傍聴も可能とする。また、後日

会議録を作成し、町ホームページにて公開するという形で進めてまいります。なお、お

手元の資料３、吉野町総合計画策定審議会傍聴要領（案）につきまして、本日より施行

となりますので、（案）を消していただきますようお願いします。 
 
 

８．案件 
（１）第 4 次総合計画の概要について 
（会長） 
 本審議会では、出来るだけ多くの方にご意見をいただきたい、１人が１回以上、発言

をしていただくような方向で会議を進めたいと考えておりますのでよろしくお願いし

ます。 
 それでは、案件に入りたいと思います。案件（１）の第４次総合計画の概要について、

事務局より説明をお願いします。 
【資料４ 第 4 次総合計画の概要について（策定作業計画書）に基づき、事務局説明】 
① 総合計画の構成、策定の目的と趣旨 
② 今後の計画策定の基本的な考え方 
③ 策定体制 
④ 策定作業の内容 
⑤ 策定スケジュール 

 
質疑応答 
（会長） 

非常に結構な考え方にもとづいて、総合計画を作ろうとされていることがわかりまし

た。３つの視点があり、①住民参加・協働のまちづくり、②適切な進行管理、③住民の

視点にもとづいたわかりやすい計画の策定ということだが、どれも非常に難しいと思い

ます。 
住民参加を行うためには、広く意見を聞くことも必要ですが、聞いた意見をどう反映

できたか、できなかったかを報告する必要があります。是非、いただいた意見には返答

をして貰いたいと思います。パブリックコメントにもそういう意味が含まれていると思

います。総合計画についての懇談会や説明会を開いて、町が住民の意見をどのように取

り入れたのか、あるいは取り入れなかったのか、どう考えてその結論を出したのかとい

うことを住民に示し、意見のキャッチボールをすることが大切だと思います。 
（委員） 
行革との関係性について質問します。行革プログラムを立てるのはどこの部署ですか。 

（事務局） 
行革プログラムは財政課で作成予定です。今も横の連絡は取り合い、総合計画の進捗

をにらみながら作業を進めています。 
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（委員） 
行革プログラムは、定員削減や財源の減少によって、ともすれば総合計画を縛ってし

まったり、行革に振り回されるような観点も出てくるので、内部でよく調整を取ってい

ただきたいと思います。 
 
 
（２）住民まちづくりアンケートの結果について 
（会長） 
 それでは、案件（２）の住民まちづくりアンケートの結果について、事務局より説明

をお願いします。 
【資料５ 吉野町のまちづくりアンケート調査結果報告書に基づき、事務局説明】 

 
質疑応答 
（会長） 
 今の説明について、何かご意見等はありますか。 
（委員） 
今回のアンケートの回答率は５８．７％だが、前回の第 3 次計画のアンケートではど

うでしたか。 
（事務局） 
１０年前の第３次総合計画の策定当初分のアンケート調査については手元に資料が

なくすぐにお答えでませんが、平成１７年度の後期基本計画と行財政改革プログラム策

定時に行ったアンケートでは５０％ぐらいでした。 
（委員） 
第 3 次のときのアンケートでは中学生も対象になっていたと思うが、今回は対象外と

なっています。吉野町内の小中学校で教育を受けた人が、これから吉野町で誇りをもっ

て地元に住み、働くということもあるので、重点施策には入っていなかったけれど、若

者の意見を聞くということもしてほしいと思います。 
（会長） 
アンケートの回答率で、男女比では女性の方が多いが、吉野町の住民は女性の方が多

いのですか。 
（事務局） 
はい。 

（会長） 
よく、会議などでは男女比や年齢構成などジェンダーバランスを考えますが、今回は

女性が辻村委員だけなので、吉野町は男性の方が多いのかと思っていました。 
このアンケートから汲み取らないといけない部分は多いと思います。住みたい理由と

して人間関係が挙がっていて、住みたくない理由にも挙がっている。これはどう作用し

ているのか今後考えていかないといけない。おそらく自治会、隣近所のつきあい、町の

行事をどうしていくか、今後の維持運営が苦しくなってきていることも関わっていると

思います。 
（委員） 
このアンケートは無作為で１８歳以上を対象としています。 
中高生でも社会的に判断できる年齢であれば、アンケートを取って、若い方がどんな
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考え方をもっているかを知るには参考になるのではないでしょうか。吉野町の将来を担

い、１０年後子育て世代になる、１０代の意見も拾ってみてはどうでしょうか。 
（会長） 
若い方のアンケートを別に実施する予定はありませんか。 

（事務局） 
今のところは予定していません。ご意見を踏まえて、小中学校については学校単位で

お願いするのは可能だと思います。 
去年、エネルギービジョンを策定するためのアンケートを実施する際、高校生世代の

アンケートをどこに配れば良いかを考え、地元の吉野高校にお願いした。ところが、ア

ンケート対象者数が少なく、また町外の方が多かったため、結果を十分反映させられな

かったということがありました。 
実施するとしても、手法的にはそうした点もご理解をいただきたいと思います。 

（委員） 
 吉野町で暮らしたいと思わない理由の第１位に日常生活の不便が上がっているが、特

に車の運転できない一人暮らしの高齢者にとっては買い物一つとっても切実な問題で

す。日常生活が不便だと、しかたなく、子どもの住むところへ転居して行くことになっ

てしまいます。高齢者が住みよいまちづくりを考える必要があると思います。 
買い物についても、吉野町内にも商店はあるが、日常生活で次の活動を出来る場所が

少ないので、どうしても町外で買い物をすることが多くなってしまいます。 
行政として、バスの運行などにも、お買い物バス的な運行など、さらに工夫をしてい

ってほしいと思います。 
 
 

（３）まちづくりの課題について 
（会長） 
 それでは、案件（３）のまちづくりの課題について、事務局より説明をお願いします。 

【資料６ 第４次総合計画のまちづくりの課題の設定について基づき、事務局説明】 
① 人口の動向からみた課題 
② アンケート調査からみた課題 
③ 第 4 次総合計画に係るまちづくり課題の設定 
【参考】主要な指標の周辺市町、県平均との比較 
 
質疑応答 

（委員） 
１０年後の人口が６８００人という推計があるが、もっと下がるかもしれない。アン

ケート結果などにより、課題をあげているが、この雰囲気で行くと人口減少とともに、

計画自体も広く浅く、というような課題の取り組みに見えます。選択肢の一つとして、

どこに重点をおくか、芯を集中させるというのも一つのやりかたではないかと思います。

人口を減らさないようにするのか、産業の振興を図ろうとするのか、また子どもの数を

増やすため流入させるのかなど、もっと重点的に施策を進めていってもよいのではない

かと思います。 
（会長） 
 まさにその通りです。政府は、「事業仕分け」を実施しています。 
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（委員） 
現在人口が減少しており、つぶれていく「村」を目の当たりにしています。吉野町滝

畑という地区では戦後２２軒ほど家があったが、１０年前には１０軒、今１軒になりま

した。このように集落の崩壊とまでいかなくても、これからこういう心配がある地域が

増えてくると思います。 
十津川村の老人会会長と村をバスで廻った際には、廃校になった学校や、限界集落と

いう、つぶれて無くなっていく集落を見ました。吉野町も同じ様なかたちです。 
人口減少を止めるのは吉野川を反対に流すようなものですが、できるだけみなさんの

世話にならないように健康で長生きをしたい、高齢者という立場から吉野町を守ってい

きたいという思い、昔のように活気のあった吉野町にならないかという思いがあるが、

もう人口減少は止められない現象なのかなとも思います。 
（委員） 
ふるさと納税はどうなっているか。子どもたちは生活を考えると町外に仕事を求めて

出て行くが、親を見るという子どもたちの義務がどういうふうに果たされているのか、

また果たされないといけないことだと思います。吉野町の職員も町外に住んでいる場合

があります。吉野町だけでも、条例など強制力の持つもので、ふるさと納税を義務化で

きないでしょうか。一時期ふるさと納税が取りざたされたときもあったが、今はどうな

っているでしょうか。「親の住む地域のために」、といっても強制力のないものでは効果

がないと思う。町外に住む子どもたちの援助がないとこれからの吉野町はなりたたない

と思うので、真剣に取り組んでいただきたいと思います。 
（事務局） 
今、手元に正確な資料はないが、一年平均で確か６百万円あまりの寄附をいただき、奈

良県下でも３本の指に入るくらいの額です。町外から通勤している大半の職員からも納

められています。制度上、強制力を持たせるのは法制上難しいですが、吉野町としては

ふるさと納税を増やすために頑張っており、アフターフォローとしては、吉野町のファ

ンとして続けて納めていただけるよう、ふるさと応援団やファンクラブの様なものを作

って吉野町を支援してもらうことも、観光商工課で取り掛かっているところです。また、

ふるさと納税がどれだけ集まったかということを吉野町ホームページで公開していま

す。 
 
 
（４）その他 
（会長） 
 それでは、まちづくり課題については、以上で終了して、案件（４）のその他につい

て、何かご意見があればお願いします。まだ、発言されていない方も、出来るだけ発言

してください。 
（委員） 
川上村では小学校に入学する児童が０になっているということです。吉野町は橿原や

奈良に通える距離であるのでまだ人口を保っているが、川上村のようになる危機感を持

って、考えていかないといけないと思います。人口が５０００人くらいに減っても、平

均年齢４０歳くらいなら問題ないが、６０歳以上になると、活気のない寂しい町になっ

てしまいます。 
もちろん地場産業に活気があるといいが、そうでなければ、空き家の有効利用をして
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田舎暮らしをしたいという人を格安で住まわせ、仕事は地元か、近隣の市町村に通うと

いうような、議論をすすめていかないといけないと思います。 
（会長） 
 ありがとうございました。 
（委員） 
事務局の説明を聞いていると、アンケートを冷静に集計して説明してもらったが、だ

んだんうつむいて、背中がまるくなりながらの説明になっていると思います。現状の厳

しさは周知の事実で、これでもかと現実を突きつけられる。今、私は４０歳代だが、20
年、30 年後を考えると、明日へ向かって前向きに生活することが難しくなっているの

で、ぜひ総合計画策定審議会の中ではポジティブシンキングをいれてもらえないかと思

います。 
私の２６歳になる息子も何とか吉野に呼び戻そうと毎日連絡している。皆様もぜひ近

所の若者に吉野で居るように声をかけていただきたい。つらい内容の説明ですが、事務

局には明るく説明していただきたいと思います。 
（委員） 

高齢者は長年過ごしたふるさとから離れるのは抵抗があります。しかしあまり抵抗の

ない若い人にどうして吉野町で定住してもらうかということにつきます。これは吉野町

だけではやっていけない、国の支援がないと無理だと思います。若者が定住するには、

快適な職場、住居、娯楽が必要です。 
今回の審議会の資料も作成にたいへんな労力が必要だったと思います。町長が言って

いたように前回の総合計画について立派な資料ができていても、何をしたかというと何

もできなかったという感じがしました。例えば、吉野町殿川という地区で住民から、空

き家バンク制度について町内で住んでいる者にいくら言ってもしかたがない。町外へ転

出した人に言わないと話にならないと言っていました。チラシを入れたりしているが、

思いが届いていない気がします。計画倒れにならないように、きめ細かく、一つ一つで

きることを考え、また議会も努力しないといけないと思います。 
（会長） 
先ほどの説明を聞いていると吉野町の現状は暗くなっていくが、ぜひここでは前向き

に進めていただきたいと思います。 
とりわけ吉野というブランドイメージにはすごいものがある。奈良は観光地としては

めずらしく、リピーターが多いところです。奈良県が観光客にとったアンケートによる

と、奈良の次に行きたい場所に、法隆寺や明日香を抑えて２番目に吉野町の名前が挙が

っています。それほど全国的に良く知られている。このブランドイメージを作り上げる

のは、一番難しいことです。ブランドの面では、他の地域より、１歩２歩進んでいると

言えるので、ぜひ前向きな意見を事務局から期待します。また、委員の皆様の意見を出

していただきたいと思います。 
（事務局） 
 先ほど意見が出た１０代を対象としたアンケートについては、事務局で実施について

改めて検討させていただいた上、会長と相談させていただき、その結果は、７月に予定

している次回の審議会で報告したいと思います。 
 
 
９．閉会（午後１２時０５分） 


