
9/24 第２ 回総合計画策定審議会 資料 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 次 吉 野 町 総 合 計 画 
 

 

 基 本 構 想 （ 案 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈 良 県 吉 野 町 

 

 

資料４ 



 

目 次 

 

 

 序 章 ···················································································································1 
１． 計画策定の趣旨 ··························································································2 

２． 計画の策定と目標年次 ·················································································4 

３． 吉野町の特性 ·····························································································5 

（１） まちの魅力 ··························································································5 

（２） まちの構造 ··························································································8 

４． 吉野町のまちづくりの課題 ········································································· 10 

  

 

基本構想 ············································································································ 15 
第１章 吉野町の将来像 ························································································ 16 

  第１節 まちの将来像 ··················································································· 16 

  第２節 将来人口 ························································································· 17 

第２章 まちづくりの方向 ····················································································· 19 

 第１節 豊かな未来にいのちが輝くまちづくり ·················································· 19 

 第 2 節 自然・環境・産業が調和した持続可能なまちづくり ································ 21 

 第 3 節 安全安心で快適なまちづくり ······························································ 23 

 第 4 節 みんなでつくる吉野町 ······································································· 24 

第３章 まちづくりの基本施策（施策の大綱） ·························································· 25 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序  章 
 

 



2 

1.計画策定の趣旨 

 吉野町は、吉野川が中央部を東から西に流れ、北に竜門山地、南に吉野山地が立地し、

深いみどりと蒼い水に恵まれた自然の豊かなまちです。また、吉野山間地域と大和平野

地域、和歌山と伊勢の結節点にあるなど、位置的に恵まれた地にあり、古事記が伝える

ように神武天皇がこの地を訪れて以来、多くの人々から関心を寄せられてきました。 

 本町においては、こうした特質も活かして、昭和53年～54年には第１次の長期基本構

想・長期基本計画、バブル経済の最盛期の平成元年～２年に新（第２次）総合計画を定

め、計画的に基盤施設の整備をはじめ、住み良いまちをめざして様々な施策を講じてき

ました。また、平成１３年度に策定した第３次総合計画においては、生活基盤に関わる

施設の充実を図るとともに、人口減少や少子高齢化への対応、地場産業の構造改革など、

ソフト対策についても積極的な取り組みを推進してきました。 

 しかしながら、第３次総合計画の策定以降、少子高齢化の更なる進展や高度情報化、

地球規模の環境問題や経済情勢の悪化などに加え、地方分権の推進や厳しい財政状況な

ど町を取り巻く環境が著しく変化してきており、住民ニーズや価値観の多様化・複雑化

が更に進むことも予想されます。このような中で、地方自治体は地方分権時代にふさわ

しい自主・自立したまちづくりを進めていくことが求められています。そのためには、

住民の声を町政に反映させ、住民の主体的なまちづくりへの参加を求め、住民と行政の

適切な役割分担のもと、一層効果的で効率的なまちづくりを進める必要があります。 

 本計画は、このような状況を踏まえ、多様化する地域課題や社会情勢の変化に対応し、

さらなる発展をめざすため、町の最上位計画として、これからの新しいまちづくりの目

標や方向性を示すもので、住民と行政がともにめざすべきまちづくりの基本的方針とな

るものです。 

    また、本計画の策定にあたっては、一層厳しい行財政環境の中でも、住民の笑顔があふれ

る町づくりを進めるために、次の点に留意して計画策定を進めました。 

 

  （1）住民参加や協働のまちづくりを推進し、住民が未来に希望を持ち、笑顔があふれる吉野

町づくりをめざしします。 

    総合計画は、吉野町がめざす将来展望であり、住民が町の未来に希望を持つことができ、住民

や町に関わる人々の笑顔があふれる町づくりをめざします。 

そのため、計画策定の過程において、住民ニーズの十分な把握や意見交換などを通して、住民

本位のまちづくりの方向性を定めるとともに、積極的な住民参加や協働のまちづくりを推進し、

行政が担うべき役割を明確にした計画を策定します。 

 

  （2）現実的な将来推計に基づく計画策定と、策定した計画の適切な進行管理を徹底します。 

    吉野町の人口は、減少傾向が続いており、第３次総合計画の目標人口である 12,000 人には到底
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到達することはできず、過疎化、少子高齢化が著しく進んでいます。このような状況の中、第 4

次総合計画においては、今後の都市整備や経済情勢等も考慮した上で、より現実的な人口推計を

行い、その人口規模や年齢別人口構成に応じたまちづくりを進める計画とします。 

また、めざす将来像を実現するためには、厳しい財政状況の中で限られた財源を効果的に活用

し、より効率的な行政運営を行う必要があり、適切な計画の評価・進行管理を徹底し、行財政改

革プログラムや財政計画と連動した計画とします。 

 

  （3）住民の視点に立った分かりやすい計画を策定します。 

    第 3 次総合計画の成果と課題を分析し、住民の視点に立った分かりやすい表現で、明確な目標

設定を行うとともに、社会情勢の変化にも柔軟に対応できる計画とします。 

 



4 

 基 本 構 想

前 期 基 本 計 画 後 期 基 本 計 画

平成２３年度に策定 平成２８年度に見直し 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H23 H28 H32 

実施計画（毎年度見直し） 

２.計画の構成と目標年次 

総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画により構成します。 

 （１）基本構想 

     基本構想は、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。 

 （２）基本計画 

     基本計画は、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。今般、平成２７年度までの前期基本計画の作

成を行い、後期基本計画については、前期基本計画の成果や進捗を踏まえ、

平成２８年度に策定する予定です。 

 （３）実施計画 

     実施計画は、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策定します。また、情勢の変化に柔軟

に対応するために、３年単位で計画を策定し、毎年見直しを行います。 

 

 

 



5 

３.吉野町の特性 

 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

の吉野山地などに包まれ、その間を西流する吉野川の中流域に位置する面積95.65k㎡の

まちです。 

豊かな自然と、長い歴史の中で育ってきた吉野町には、守り、育み、一層発展させて

いくべき豊かな特性があります。 

 

  (1)まちの魅力 

①深いみどりと蒼い水を活かしてきたまち 

 吉野町は、みどり豊かなまちです。本町の先人たちは、吉野山の桜、杉・檜の美林

を育て、産業を育み、吉野山周辺のいわゆる「山の吉野」等の景観など、風景をかた

ちづくってきました。町域の約８割を占める山林は、これらの創生林です。先人たち

は、山とうまくつき合う方法を育んできました。 

 また、吉野町は水のきれいなまちです。大台ヶ原に源をもつ水量豊かな吉野川は、

万葉の大宮人の心を奪い、鮎を躍らせてきました。本町の先人たちは、宮滝周辺のい

わゆる｢川の吉野｣等の歴史と自然を守り、水運を活かして材木を運び、生活や産業用

水としても活用してきました。 

 

②ロマン漂う歴史と文化を育んできたまち 

 縄文時代より住み続けた人々、吉野の森の中で生まれた修験道が育んだ気骨あふれ

る吉野衆徒など、吉野の先人は、世界遺産に登録された紀伊山地の霊場と参詣道を始

め、多くの歴史文化遺産を残してくれました。 

 吉野の自然や先人たちをたよりに、壬申の乱の大海人皇子、源義経と静御前、南朝

の後醍醐天皇などが身を寄せる場としてこの地を選び、先人たちはこれらの人々を受

け入れ支援してきました。 

 このような長い時間の流れの中で、自然と宗教、歴史とロマンが一体となって、独

特の文化、悠久の風景を吉野に形成してきました。それらが万葉の歌人をはじめ、西

行、芭蕉から谷崎潤一郎などの文人はもとより、多くの人々の心を捉えてきたのでし

ょう。 

 応神天皇が吉野に行幸された時に歌舞を奏して天皇を慰めた故事にはじまるとされ

る国栖奏(翁舞)、蔵王堂の鬼火の祭典、花供会式、蛙飛びなど、多くの伝統行事を今

も引き継いでいます。 

 

③創意工夫を重ねて、全国に通じる「吉野ブランド」をつくってきたまち 

 豊かな自然と長い歴史の中で、本町の先人たちは全国に誇れる「吉野ブランド」を
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つくってきました。 

 役小角が桜の木に蔵王権現の像を刻んでこれを祀った所から、大きな価値をもち始

めた「吉野の桜」は、神木として位置づけられ、長い間、献木として植林がなされま

した。下千本から奥千本まで標高差が600ｍもあり、気温も３～４度開きがあるので開

花期がずれる。更に山桜系の早咲き、中咲き、遅咲きを配植して約１ヶ月近くも花期

の延長を図っている。山の斜面にあるので、大規模な桜山を一望に眺めることができ

る。一時の花見客を配分して雑踏を緩和する効果も期待できる。現代においても充分

に学ぶことができる工夫がなされてきました。 

 高品質を誇る吉野杉や檜は、日本三大人工美林とも称されており、割り箸は吉野材

の端材、吉野葛も山の維持管理を阻害する葛の根を原材料にするなど、いわゆるリサ

イクル産品です。和紙づくりは、約1,300年の歴史を有しています。 

 そして、観光地としての吉野山や万葉の頃より親しまれた宮滝周辺の吉野川など、

これらは全て歴史の大きな転換点で積極的に関わりをもってきた先人たちが育んだ

「吉野ブランド」です。 

 

④地域の要地として栄えてきたまち 

 吉野町は、伊勢南街道と東熊野街道が交わり、近鉄大和上市駅前は吉野地域のバス

ターミナルとして機能しており、後背の山間部と大和平野地域や京都を結ぶ玄関口に

あたる地の利を有しています。また、吉野川の水運を利用して、五條や和歌山にも結

ばれていました。 

 本町の先人たちは、これらを活かして木材産業の中心地として、また吉野山への参

拝はもとより、伊勢参り・高野参り、大和めぐりなどの拠点として竜門、中竜門地区

などにおいてもまちづくりを進めてきました。 

 こうした中で吉野町は、吉野郡の政治・経済・商業・文化活動の中心としての地位

を保ち、周辺地域のリーダーとして栄えてきました。 

 

⑤多くの住民活動が息づいているまち 

 吉野町では、早くより有線テレビ放送・電話施設を導入するとともに、行政からの

お知らせや、地域での種々な活動情報を提供し、住民と行政、住民間のコミュニケー

ション、相互理解を育み、活力ある地域づくり、新しい暮らしを実現していくことを

目標としてまちづくりを進めてきました。 

 その結果として、平成13年度には地域づくりに係る国土交通大臣賞や総務大臣賞を

受賞するなど、種々な住民活動も営まれてきました。 

 こうした活動は、地方分権の推進、成熟化社会への対応とともに、厳しい財政状況

を背景とした「補完性の原則」によるまちづくり、住民と行政の協働によりまちづく
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りが求められる中で、吉野町が独自性をもって生き生きとしたまちづくりを進めるた

めの重要な要素です。 

 補完性の原則： 補完性原則とは、決定や自治などをできるかぎり小さい単位で行い、でき
ないことのみを、より大きな単位の団体で補完して行くという概念のことで
す。ここでは、「個人が出来ることは個人で行う(自助)、個人では出来な
いことを地域で行う(共助)、地域でも出来ないことを行政も入って実施す
る(公助)原則」というような意味合いで使っています。 
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  (2)まちの構造 

    まちの構造的な土地利用や交通の状況は、次のようになっています。 

   

①自然、歴史・文化、生活が一体となった悠久の環境を形成しているまち 

     町の自然、歴史・文化との調和を図りながら、地域の要地としての地の利を活かし

て暮らしと産業が営まれ、市街地・集落地が形成されてきています。 

     この長い年月の中で蓄積された、まちの風景や環境は、古来以降、多くの人々を引

きつけ、吉野に関心を持ち続けて貰って、様々な「吉野ブランド」を育むことを可能

とした地域の財産です。 

    

②全域に人々が居住しているまち 

     町の区域は、都市計画法との関連で整理すると、都市計画区域(市街化を促進する

べき市街化区域、市街化を抑制するべき市街化調整区域)と都市計画区域外(都市計画

によるまちづくりの必要が少ない地域)により構成されていますが、市街化調整区域

や都市計画区域外においても多くの集落地、観光地があり、急峻な地形状況に対応し

て吉野建てという建築様式を生み出して、町の全域に人々が居住しています。 

     そのため、各地域で目立ち始めた空き家や、休止状況の製材工場、農地・山林の粗

放化への対応なども含めて、町全体での定住環境の保全と育成が求められているまち

です。 

 

   ③各地域に様々な拠点機能のあるまち 

     町の中心地は、大和上市駅から上市商店街にかけてと、吉野神宮駅前に構成されて

おり、役場、中央公民館、吉野病院、大和上市駅(地域の交通拠点)、商業施設など、

まちの中心的な機能が立地しています。 

     その他の地域においても、尾根伝いに歴史的な文化遺産・街並みや土産店・宿泊施

設が集積する吉野山、宮滝遺跡や象の小川などとともに吉野歴史資料館等を設置して

いる宮滝周辺、紙すき・割り箸・国栖奏(翁舞)の里、吉野見附・三茶屋、津風呂湖、

竜門岳への玄関口など、個性的な拠点となりうる様々な機能が各地域に蓄積されてい

ます。 

 

   ④吉野川を骨格とするまち 

     吉野川は、町の中心部を東西に流れており、吉野地域の歴史文化や木材産業を育ん

できました。沿川には国道169号や主要地方道五條吉野線などが開設され、これらを

地域の諸活動の骨格として市街地や集落地が形成されてきており、現在も吉野川は地

域のシンボルの一つして機能しています。 
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   ⑤鉄道とバスにより公共交通機能が構成されているまち 

     町の西部まで近鉄吉野線が敷設され、京阪神や奈良、三重などの都市地域と連絡し

ています。 

また、町内及び周辺地域との連絡は、大和上市駅前などをバスターミナルとして、

国道169号、370号を骨格とする幹線道路(主要地方道五條吉野線、桜井明日香吉野線、

桜井吉野線、吉野室生寺針線、吉野東吉野線等)などを経由し、奈良交通と吉野大峰

ケーブルバスによる路線バスが運行しており、町においてもスマイルバス(吉野町コ

ミュニティバス)を走らせています。高齢化が顕著に進行している吉野地域では、バ

スなどの生活交通の維持・確保が重要となってきています。 
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４.吉野町のまちづくりの課題 

  (1) 広報・広聴システムの充実と地域課題の共有化 

    今後、少子高齢化や地方分権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。このような中で、住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、住民参加や協働、住民本位によるまちづくりを推進することが

強く求められます。 

    そのためには、まず、住民と行政の相互理解が不可欠です。 

    本町では、持続的に住民の幸せづくりを追求していく基礎固めを図るため、平成17年

度より行財政改革に重点的に取り組んできました。しかし、今回実施した住民アンケー

トでは、この取り組みについて約半数の皆さんが「知らなかった。」とされるなど、非常

に認知度が低い状況にあることが明らかになりました。 

    行政改革に限らず、まちづくり全般について、広報（情報開示・提供）・広聴（意見拝

聴・意見交換）機能の再点検を図り、広報紙・ホームページ・ケーブルテレビ等の活用、

各地域・自治会等の組織を通じた広報広聴活動、アンケート・懇談会・パブリックコメ

ント制度等の様々な手法活用の一層の促進などにより、住民と役場が様々なまちづくり

情報、地域の課題を共有していくことが必要です。 

 

(2)人口減少・少子高齢化への対応 

    吉野町の人口・世帯数は、平成2年～12年の10年間より、平成7～17年の方が人口・世

帯数の減少率は一層厳しくなっています。 

    さらに、少子高齢化も顕著に進行しており、今後、生産年齢人口の減少による地域経

済の低迷、老年人口の増大による福祉や医療費の増大とともに、保育所や幼稚園、小中

学校での園児・児童・生徒数が一層減少して、適切な集団教育が行えなくなるようなこ

とも懸念される状況になってきました。 

    このような事態を回避するためには、現在の住民の定住化、新たな転入の促進を図る

ような施策の導入、情報発信内容・方策の充実が必要です。 

    しかしながら、我が国全体の人口が減少し、一層の少子高齢化が進行する中では、吉

野町において人口減少・少子高齢化傾向に対する抑制策を実施しても、人口構造の抜本

的な改善が期待できにくい状況にあります。 

    そのため、人口が減少、少子高齢化がある程度進んだ状況でも、住民が安心して健全

に暮らしていくことが出来るような次世代育成支援策や、高齢者等の福祉・健康や生き

がい増進対策等の推進などを効果的に実施していくことが必要です。 



11 

  「吉野町の人口・世帯数の推移(国勢調査結果による)」 

 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 H12年/H2年 H17年/H7年 

人口 13,421人 12,427人 11,318人 9,984人 84.3% 80.3% 
世帯数 3,814世帯 3,760世帯 3,631世帯 3,369世帯 95.2% 89.6% 
人/世帯 3.52人/世帯 3.31人/世帯 3.12人/世帯 2.96人/世帯 88.6% 89.4% 
年少人口 
(15歳未満) 

2,197人 
16.4% 

1,793人

14.4%

1,322人

11.7%

922人

9.2%

60.2% 51.4% 

生産年齢人

口 
8,547人 

63.7% 

7,597人

61.1%

6,711人

59.3%

5,690人

57.0%

78.5% 74.9% 

老年人口 
(65歳以上) 

2,676人 
19.9% 

3,037人

24.5%

3,278人

29.0%

3,372人

33.8%

122.5% 111.0% 

       ＊：年齢不詳人口(平成2年の1人、平成12年の7人)は各年齢別人口に含んでいません。 

 

 

(3) 暮らしやすさの追求 

    住民の定住意向(吉野町で暮らし続けたいとする意向)が一般住民で56.2%、中学生では

26.9%と非常に低位な状況にあり、暮らし続けたい理由では自然環境、人間関係、歴史文

化、生活環境の良さや町への愛着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、買い物などの日常生活、道路や電車バスの不便さ、保健・医療・福祉サービ

スや働く場、公共施設の全般的な不足、地域での付合いのわずらわしさ等が上位に上が

っています。人間関係は暮らし続ける理由にもなるが、その結果としての地域での付き

合いは暮らし続けたくない理由にもなっています。 

定住条件の改善のためには、住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。 
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  「まちづくりアンケート調査結果(定住意向などと、各施策の評価結果)」 

アンケートの実施概要 
 一般住民 対象：8歳以上の住民1,000人 、実施年月：平成21年11～12月 、 
      調査方法：配布回収ともに郵送    、回収率： 58.7% 
 中学生  対象：吉野中学生の全員   、実施年月：平成22年5月 、 
      調査方法：担任の先生により配布回収 、回収率： 95.7% 
問 吉野町を住み良いところだと思いますか   

 住み良い やや住み良い どちらとも やや住みにくい 住みにくい 
17.0% 29.3% 28.5% 17.9% 5.5% 一般住民 

46.3% 28.5% 23.4% 

24.4% 28.9% 30.8% 10.9% 3.2% 中学生 

53.3% 30.8% 14.1% 

問 今後も吉野町で暮らしたいと思いますか 

 今後も暮らしたい 暮らしたいとは思わない どちらとも言えない 
一般住民 56.2% 17.7% 25.6% 

中学生 26.9% 40.4% 32.1% 

一般住民 中学生 問 暮らし 
続けたい
理由(複
数回答) 

第1位：自然環境が良い    (69.0%)、
第2位：住み慣れて愛着がある (68.7%)、
第3位：人間関係が良い    (41.3%)、
第4位：歴史文化が豊かで魅力的(21.1%)、
第5位：生活環境が良い    (12.3%)、
第6位：職場が近く通勤に便利 (7.8%)、
第7位：道路や電車・バスの便が良い 
               (6.0%)、
第8位：保健・医療・福祉サービスが充実
               (3.9%)、
第9位：子どもの生活・教育環境が良い、
    買い物などの日常生活が便利 
               (3.3%)、
第11位：公共施設が充実    (0.9%)、
第12位：防災や防犯対策が充実・安全 
               (0.6%) 

第1位：自然環境が良い    (76.7%)、
第2位：住み慣れて愛着がある (51.2%)、
第3位：防災や犯罪から安全   (39.5%)、
第4位：歴史文化が豊かで魅力的(32.6%)、
第5位：人間関係       (23.3%)、
第6位：生活環境が良い    (20.9%)、
第7位：道路や電車・バスの便が良い 
               (20.0%)、
第8位：学校などの学習環境が良い、 
    その他        (7.0%)、
 
第10位：買い物などの日常生活が便利 
               (4.7%)、
第11位：福祉・病院サービスが充実 
               (3.9%)、

一般住民 中学生 問 暮らし 
続けたい
と思わな
い理由
(複数回  
答) 

第1位：買い物など、日常生活が不便 
               (63.5%)、
第2位：道路や電車・バスが不便(53.8%)、
第3位：地域での付き合いがわずらわしい
               (26.9%)、
第4位：職場が遠く通勤に不便 (24.0%)、
第5位：保健・医療・福祉サービスが不十

分          (23.1%)、
第6位：生活環境が良くない、 

子どもの生活・教育環境が良くな
い          (15.4%)、

第8位：公共施設が不十分   (13.5%)、
第9位：歴史文化が活かされず魅力がない
               (11.5%)、
第10位：まちに愛着がない   (4.8%)、
第11位：自然環境が良くない  (2.9%)、
第12位：防災や防犯等、町の安全が不十分
               (1.9%) 

第1位：買い物など、日常生活が不便 
               (73.0%)、
第2位：働く場があまりない  (58.7%)、
第3位：道路や電車・バスが不便(38.1%)、
 
第4位：その他        (17.5%)、
第5位：公共施設が不十分   (14.3%)、
 
第6位：地域での付き合いがわずらわしい、
   まちに愛着がない    (7.9%)、
 
第8位：歴史文化が活かされず魅力がない、
   生活環境が良くない   (6.3%)、
 
第10位：防災や犯罪等の安全が不十分、 
    自然環境が良くない  (4.8%)、
第12位：学校などの学習環境が良くない、
    福祉・病院サービスが不十分 
               (3.2%) 
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問 各施策に対する現在の満足度と、今後の重要度(一般住民への設問) 
 調査の内容： 「自然環境」～「地籍調査の推進」まで、43項目の施策の満足度と、今後の重要

度について質問 
 回答結果の分析方法： 
  ・ 各設問の回答に次のような点数を付けて、「現在の満足度」、「今後の重要度」ともに、各施

策についての総合点(荷重平均点)を付けました。(得点数は、±100点になります。) 

現在の満足度 
 満  足：回答1票あたり＋100点
 やや満足：回答1票あたり＋ 50点
 普  通：回答1票あたり  0点
 やや不満：回答1票あたり－ 50点
 不  満：回答1票あたり－100点

今後の重要度 
重  要     ：回答1票あたり＋100点 
やや重要     ：回答1票あたり＋ 50点 
どちらとも言えない：回答1票あたり  0点 
あまり重要でない ：回答1票あたり－ 50点 
重要でない    ：回答1票あたり－100点 

  ・ 各施策の総合点を、「現在の満足度」、「今後の重要度」の平均点と比較して、「現在の満足
度」の平均点よりも得点が低く、「今後の重要度」の平均点よりも得点が高い施策を『重点実
施領域』して抽出し、今後の計画策定の一つの手がかりとして活用することとしました。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 重点実施領域：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自然環境

歴史的環境

道路

交通対策

公園

飲料水の供給

下水道の整備

公害の未然防止

ごみ処理

し尿処理

地球温暖化対策

宅地等の供給

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ、情報化

子どもたちの健全育成

幼児教育

小学校

中学校

生涯学習

生涯スポーツ

歴史・文化財

人権施策

保健事業

医療対策

高齢者福祉

高齢者の生きがい健康づくり
障害福祉

児童福祉 防災・危機管理体制

防火・消防体制

救急体制

交通安全

防犯体制

各種相談事業

林業の振興

製材業の振興

製箸・紙すき業等の振興

観光の振興
商業の振興

農業の振興

新しい産業の創出支援等

広報・情報提供機能の充実

広聴機能の充実

行政改革の推進

地籍調査の推進

-20.0 

-15.0 

-10.0 

-5.0 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

満
足
度

重要度

吉野町まちづくりの満足度・重要度

個性と魅力あふれる

まちづくり
豊かな人間性と文化

を育むまちづくり
誰もが安心して暮らせ

るまちづくり
吉野らしい産業を育む

まちづくり
計画の実現に向けて

満足度平均 -2.2

重要度平均 42.0

-2.3 
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(4) 吉野町らしさ(吉野町の魅力)の増大 

    吉野町らしさの増大は、住民の暮らし続けたい理由を育み、暮らし続けたいと思わな

い理由を削減する効用が期待できます。そのため、多くの地域でこのような取り組みが

なされてきました。しかし、情報化社会では、一旦成功しても、すぐに似通った類似例

が出てきて、たちまちの内に新たな魅力が陳腐化してしまいます。例えば吉野地域でも

多くの町村で温泉・宿泊施設が建設されたが、現在では、維持管理が重荷になっている

施設も多いようです。 

    吉野町には、次のように他地域では模倣が出来にくい(オンリーワン：吉野固有の)魅

力があります。 

    ・豊かな自然、林業、歴史文化が一体となった風土、吉野ブランド 

・地域の要地として栄えてきた立地特性 

・様々な住民活動が営まれてきた風土 など 

    こうした魅力を、暮らしの魅力や、働く場の確保・増大に活かすような新しい魅力の

創造も不可欠です。 

 

(5) 施設の維持管理・更新の一層効果的な推進 

    吉野町では、当面、緊迫した財政事情の中で、一層の行政改革を図りながら、様々な

事業推進を図っていくことが必要です。 

    そのためには、行財政運営の仕組みとして業務委託、既存施設への指定管理者制度な

どの拡大とともに、施設の新設・更新時でのPFI方式の導入、地域協働・連携型の事業推

進(例えばアドプト制度や、一定期間の補助・助成制度の導入)、施設の民間譲渡など、

多様な手法導入の検討が必要です。 

    また、これまで整備してきた公共施設の維持管理・更新などについても、予防保全的

管理やストック活用型更新といった仕組みの導入を検討し、施設の長命化、ライフサイ

クルコストの低減化策の導入検討も必要です。 

 

    PFI方式： 公共施設の整備について、役場と民間主体が契約を結び、適切なリスク分担の基で
設計・建設から維持管理・運営等に至るまでの全部または一部に、民間の資金、経営
能力及び技術的能力を活用して、より効率的、効果的なサービスの提供を図ろうとす
る方式。 

    アドプト制度： 里親制度とも呼ばれており、住民団体が役場と協働して道路や公園等の公共
施設の美化運動を行う活動を制度化したもので、「アドプト」は養子等を意味します。 

    予防保全的管理： 既存の公共施設(ストック)の状況を点検し、異常が認められれば、致命的
欠陥が発現する前に速やかに処置し、寿命を延ばすことによりライフサイクルコスト
の低減を図ろうとする方法。 

    ライフサイクルコスト： 施設に必要となる生涯コストのことで、施設の企画・設計・建設な
どの初期投資（イニシャルコスト）と、保全・修繕・改善・運用などの運営管理費（ラ
ンニングコスト）及び解体処分、更新までの「施設の生涯に必要な総費用」のこと。 

    ストック活用型更新： 「既存施設を上手に使う」という考え方で、新たな機能が必要になっ
た場合、既存ストックを出来るだけ少ないコストで機能の高度化を図り、新規整備と
同等の効果を得ようとする方法。 
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第１章 吉野町の将来像 

 第１節 まちの将来像 

    

吉野町は、水と緑に恵まれた自然豊かな町で、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町として、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出来る地域社会の実現を

めざすため、本町の将来の目標を次のとおり設定します。 

 

 

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～ 
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 第２節 将来人口 

  

  本町の人口は・世帯数は、次のような状況にあり、過去10年間の人口・世帯数の減少傾向をみ

ると、平成2年～12年より、平成7～17年の方が、一層減少率が厳しくなっています。 

  「吉野町の人口・世帯数の推移(国勢調査結果による)」 

 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 H12年/H2年 H17年/H7年 

人口 13,421人 12,427人 11,318人 9,984人 84.3％ 80.3％ 
世帯数 3,814世帯 3,760世帯 3,631世帯 3,369世帯 95.2％ 89.6％ 
人/世帯 3.52人/世帯 3.31人/世帯 3.12人/世帯 2.96人/世帯 88.6％ 89.4％ 

 

人口推計の方法については様々な手法がありますが、人口変動は住民の年齢階層と深い関係

があるため、コーホート（同一期間に出生した集団）ごとの時間変化を軸として人口の変化を

とらえる方法が一般的に用いられています。その中でも、人口変動の直接的な要因を「出生」、

「死亡」、「移動」に分けて計算を行う「コーホート要因法」を用いて、国立社会保障・人口問

題研究所が試算し公表している「市区町村別将来推計人口・平成20年12月推計」によると次の

とおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
＊： 通常の場合：特段の人口施策を講じなくて、このまま推移した場合。 

               この予測値は、平成 17 年の国勢調査人口を現況値として予測し、平成 22 年(10
月 1 日)人口を 8,833 人としていますが、奈良県知事公室統計課が国勢調査の中間
年次で公表している「奈良県市町村推計人口(平成 22 年 1 月 1 日現在)」の吉野町
の総人口は 8,829 人であり、この２つの数値は近似しています。 

   封鎖人口 ：人口の社会増減をゼロとして計算した仮定上の人口。 
          平成 32 年の封鎖人口による予測値 8,157 人は、“平成 17 年”～平成 32 年の 15

年間の社会減をゼロとした場合の計算上の数値(このまま推移した場合の社会減
に見合った定住促進、転入促進を実施した場合の数値)です。現在においては、過
去まで遡って対策を実施した場合の仮想的な数値です。 

  

 

図 1 国立社会保障・人口問題研究所による人口推計 
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この人口推計の通常予測（自然増減と社会増減を加えて予測したもの）を年少人口（15歳未満）、

生産年齢人口（15歳以上65歳未満）、老年人口（65歳以上）及び高齢化率の推移は次のとおりとな

ります。 

推計人口(通常）と高齢化率の推移
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 平成１７年の国政調査以降、我が国全体が人口減少社会へ移行しており、即効性のある人口増

加策は期待できない状況にあり、また本町では、全国的な人口減少や少子高齢化傾向をはるかに

上回って加速している現状を踏まえ、子育て支援の充実や誰もが暮らしやすい環境づくりととも

に、産業振興や定住促進などを積極的に推進することとして、第４次総合計画の計画期間の最終

年にあたる平成３２年度の将来人口を、７，５００人になるものと想定し、まちづくりを進める

こととします。 

 

 

実績値　　　　　　推計値
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第２章 まちづくりの方向 

第１節 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めざします。 

  本町の未来を担う子どもたちが、のびのびと健やかに育つ環境づくりを進め、すべての住

民が様々な内容を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、地域全体で支えあう福祉のまちづくりとともに、適切な

社会保障制度の運用を推進します。 

 

 

 １．未来を担う子どもの育成 

   将来の吉野町を担う子どもたちが健康で伸び伸びと育つためには、学校と家庭の適切な

役割分担や連携を進めるとともに地域ぐるみで子どもたちの成長を見守る環境づくりが必

要です。学校教育施設や教育機材の整備、教育サービスの質の向上を図るとともに、ふる

さとである吉野を学び、吉野への郷土愛や誇りを醸成し、次世代を担う子どもたちが将来

にわたって吉野町で暮らしていくため、ふるさと教育の取り組みを推進します。 

 

 ２．学びあい生きがいがもてる地域社会の構築 

   住民一人ひとりが豊かで生きがいを持った生活を送るためには、人権の尊重を基本にし

ながら、自主的な学習活動や気軽にスポーツを楽しむ機会を確保するために、それを支え

る多様な学習機会の提供に加え、その学習成果が地域社会やまちづくり活動に活かされて

いく仕組みづくりを推進します。 

   また、本町に根ざした歴史や文化遺産、豊富な伝統文化を保全するとともに、高齢者の

持つ知識や豊富な経験などを含めた地域文化の保存と継承を図り、世代間交流を進めるこ

とにより、地域に愛着を持って学びあい、生きがいがもてる地域社会を構築します。 

 

 ３．生き生きと暮らせる健康のまちづくり 

   誰もが健やかな生活の維持・増進を図るために、生きがいづくり対策や生活習慣病の予

防、健康診査、健康相談、健康教室などをきめ細かく実施し、乳幼児から高齢者まで生涯

を通じた健康づくりを推進します。 

   また、医療圏人口の減少や医師不足等、地域医療の確保について厳しい環境が続いてい

るが、町内開業医との協力体制の確保、南和医療圏３病院（県立五條病院、大淀町立大淀

病院、吉野町国民健康保険吉野病院）の連携強化や機能分担について検討を進め、夜間・

休日・救急医療の確保等、地域での安定的な医療提供体制を確保します。 
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 ４．みんなで支えあう福祉のまちづくり 

   すべての住民が、住みなれた地域において、人と人のつながりの中で安心して暮らすこ

とができるように、福祉活動ネットワークの構築や様々な活動主体の連携などにより、地

域福祉の充実を図ります。更なる高齢化の進展が予想される中で、高齢者が長年住みなれ

た地域において可能な限り自立した生活ができるように、介護予防や介護サービスの充実、

社会参加の促進などに取り組みます。 

障害のある人が安心して生活ができる社会とするため、障害者自立支援の充実やサービ

ス体制の整備、社会参加の促進を図ります。 

また、母子父子福祉の充実や子育てに関する相談体制の強化、就学前教育や保育環境の

充実を図り、安心して子どもを産み育てることができる環境整備を行います。 
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第２節 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によるエネルギー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のための取り組みに加え、森林資源の新たな活用の検討を

進め、林業基盤の充実を図ります。 

農産物のブランド化や地産地消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。 

 

 １．豊かな自然と恵まれた環境の保全 

   水と緑に恵まれた本町の豊かな自然環境は、古来より受け継がれたかけがえのない財産

であり、将来世代に良好な形で引き継いでいくために、適切な保全と活用を図ります。 

また、地球温暖化などの地球規模の環境問題に対応するため、ゴミの減量化や資源リサ

イクルの更なる推進を図るとともに、住民一人ひとりの環境意識を醸成し、積極的なクリ

ーンエネルギーの導入によるエネルギーの地産地消を実現し、生活環境の保全と地域の経

済的発展の両立をめざします。 

 

 ２．吉野の魅力を活かした産業の振興 

   地場産業である木材関連産業の不振が続くなかで、地域経済の再生や雇用の場の確保は

本町の活性化をめざす上で大きな課題となっています。成熟社会における低経済成長の環

境下で産業の振興を図るためには、既存産業の高度・高付加価値化を推進するとともに、

高速ブロードバンドを活用した取り組みや新たな発想による地域資源を活用した新産業の

展開を促進します。また、吉野ブランドを活かした企業誘致も積極的に取り組みます。 

   林業においては、長期的な構造的不況に加え、平成１０年の台風による大きな被害によ

り低迷している状況にあり、加えて林業従事者の高齢化もあって厳しい経営環境に直面し

ている。しかしながら、今日、森林整備においては、経済活動の資源としてのみならず、

温室効果ガスの吸収源としての必要性も認められており、林道作業道や高性能林業機械の

導入による出材コストの削減、林業従事者の後継者の育成、木質バイオマスやカーボンオ

フセット、排出権取引など多様な取り組みなどを通じて林業基盤の強化を図ります。 

   農業は、特産品の開発やブランド化を図るとともに地産地消を促進し、有害鳥獣対策を

適切に進めながら、安全で良質な生産品の供給による地域内循環を目指します。また、商

工業や林業、観光業との他分野との連携を図り、生産・加工・販売の一元化、いわゆる第

６次産業の創出を支援します。 
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 ３．地域資源を活用した観光・交流の促進 

   本町の観光資源は、豊かな自然環境と優れた歴史文化遺産が主体となっています。世界

遺産の保全と活用、吉野山の桜の保全対策、宮滝遺跡の保存・活用、吉野川・津風呂湖の

水資源の保全を適切に行うとともに、国栖地域での参加体験型観光などの地域資源を活か

した新たな魅力づくりを推進し、観光拠点の広域ネットワーク化や国際化への対応も含め

て様々な情報発信や観光PRを強化して誘客に努めます。 

   また、豊かな自然や歴史的環境は地域住民の誇りであり、住民の郷土愛の醸成を育むと

ともに、本町の魅力を様々な形で情報発信し、地域間交流を活性化して交流人口の増加、

転入者の暮らしの支援等を積極的に行い、定住促進を図ります。 
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第３節 安全安心で快適なまちづくり 

  消防・防災・交通安全対策の充実、防犯体制の確立を図り、地域の中で共に支えあう共助

の仕組みを整え、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めざします。 

  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、みんなが快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

 １．安全安心な暮らしを支えるまちづくり 

   災害時に的確な対応を行うために、防災・消防体制の充実に努めるとともに、自主防災

組織などの地域でのネットワークづくりを推進し、災害に強いまちづくりを進めます。 

   災害時の防災拠点となる公共施設等の耐震化を進めるとともに、高齢者や障害者にも使

いやすいユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりを推進します。 

また、防犯、交通安全や消費生活対策の推進により、すべての住民が安心して暮らすこ

とのできるまちづくりをめざします。 

 

 ２．生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり 

   道路等の利便性や安全性を向上するとともに、災害に強く安全で快適に利用できる水道

や水質保全を図るための下水道関連整備など、生活基盤の整備及び改修を計画的に推進し

ます。バス等の公共交通については、通院や買い物など高齢社会を支える移動手段として

重要性が増しているところであり、利便性と経済性の観点から、本町に適応した地域交通

のあり方について検討を進めます。    

   また、自然環境や歴史的背景などに配慮した地域ごとの景観保全や居住環境の改善等を

行うとともに、適切な土地利用計画に基づいた都市計画の推進を図ります。 
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第４節 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、住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には、住民への積極的な行政情報の提供や参画機会の

充実を図るなどの新たな仕組みづくり進めるとともに、住民の主体的なまちづくり活動への

支援策を充実し、住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、多様化する住民ニーズに対応するため、住民の視点

にたった簡素で効率的な行政組織を構築し、住民満足度の向上をめざします。 

   

 

 １．住民参加と協働のまちづくりの推進 

   地方分権の進むこれからのまちづくりは、住民が社会の一員として責任を持ち、適切な

役割や機能を分担し、協働によるまちづくりの推進が求められます。そのためには、情報

公開制度の充実や、様々な行政情報等の共有など透明性の高い行政運営とともに、地域コ

ミュニティ活動の充実やボランティア・ＮＰＯ・まちづくり団体などの育成・支援を図り、

新たな住民参加の機会を確保し、住民と行政の協働によるまちづくりを推進します。 

   また、行政ニーズの多様化・高度化に対応するために、積極的な住民意向の把握に努め

るとともに、行政情報の積極的な提供を行い、開かれた町政の実現をめざします。 

 

 ２．効率的で効果的な行政経営の推進 

   低迷する経済情勢等による町税収入の減少、過疎化・少子高齢化による社会保障費の増

大などによる厳しい財政状況に加え、地方分権の推進や行政ニーズの多様化・高度化など、

地方自治体を取り巻く環境は大きく変化しており、従来どおりの行政運営では、現状の行

政サービスを維持していくことも難しくなっています。 

   本町の将来像『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～』の実現のため、行財政改革を断行して財政の健全化を図り、

組織機構の見直しや業務の改善を行い、最少の経費で最大の効果をあげることのできる、

効率的で効果的な行政組織を構築します。 

また、地域主権時代にふさわしい自立した自治体をめざし、住民自治や住民参加を推進

するための取り組みを強化するなど、住民の視点にたった公平で透明性の高い行政運営を

行い、住民との信頼関係を築き住民満足度の向上を図ります。 

   そのためには、計画的な職員研修等による人材育成の取り組みとともに、業務の効率化

を図るための広域連携についても積極的な取り組みを展開し、財政の健全化や業務改善、

人材育成等を通じて新たな行政経営の仕組みづくりに取り組み、ＰＤＣＡサイクルに基づ

く継続的な点検と改善を行うことにより、効率的な行政経営の推進の実現をめざします。 
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政策１ 豊かな未来にいのちが輝くま ちづくり 政策４ みん なでつくる吉野町

基本施策１　未来を担う子どもの育成

施策１ 子育て環境の整備 施策１ 協働のまちづくりの推進

施策２ 子育て支援の充実 施策２ 住民参加と開かれた町政の推進

施策３ 幼児・学校教育の充実 施策３ 高度情報化の推進

施策４ 地域ぐるみでの健全育成

施策１ 財政健全化と行財政改革の推進

施策１ 社会教育の推進 施策２ 住民満足度の向上

施策２ 歴史・文化振興の推進 施策３ 職員の人材育成

施策３ 世界遺産の保全と活用 施策４ 広域連携の推進

施策４ 人権が尊重されるまちづくり 施策５ 計画の適切な進行管理

基本施策３　生き生きと暮らせる健康のまちづくり

施策１ 健康づくり事業の充実

施策２ 高齢者の生きがい・健康づくりの推進

施策３ 地域医療の充実

施策１ 高齢者福祉の充実

施策２ 障害者福祉の充実

施策３ 地域福祉活動の充実

施策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

施策１ 自然環境の保全・保護

施策２ 廃棄物の適正な処理

施策３ 環境保全対策の充実

施策４ 低炭素社会の実現への取り組み

施策１ 農林漁業の振興

施策２ 商工業の振興

施策３ 新しい産業の創出と企業誘致の推進

施策１ 魅力あふれる観光の振興

施策２ 地域間交流と定住の促進

政策３ 安全安心で快適なま ちづくり

施策１ 地域防災力の向上

施策２ 消防・救急体制の充実

施策３ 交通安全・防犯対策の推進

施策４ 相談業務の充実

施策１ 安全で快適な道路・河川の整備

施策２ 安全で快適な上下水道の整備

施策３ 利便性の高い公共交通システムの構築

施策４ 安全で快適な居住環境の整備

施策５ 地域特性を活かした都市計画の推進

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

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

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　効率的で効率的な行政経営の推進

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４　みんなで支えあう福祉のまちづくり

基本施策１　豊かな自然と恵まれた環境の保全

第３章 まちづくりの基本施策（施策の大綱） 

 

 


