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第４次吉野町総合計画 第２回策定審議会 
会 議 要 旨 

 
■日時： 平成２２年９月２４日（金） 午後１時３０分～午後４時１０分 
 
■場所： 吉野町中央公民館第３・４研修室 
 
■出席者： 

 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 

岩城 輔教 吉野町社会福祉協議会 副会長 
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 
木本 旭 吉野町区長連合会 副会長 
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 
福井 逸生 吉野町観光協会 会長 
藤裏 勲 吉野町農業委員会 会長 
丸本 千彰 吉野町連合 PTA 副会長 

 
 
 
 
 
２号委員 
 

和田 佳美 吉野町ボランティア連絡協議会 会長 
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 

大西 秀明 公募委員 ５号委員 
小崎 佳代 公募委員 
芳田 賢二 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： 

坂本 良平 吉野中央森林組合 専務 
秦 英世 吉野町商工会 商業部 副部会長 

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 奈良県文化観光局 次長 
 
■傍聴者 1 名 
 
■配布資料 
  ・議事次第 
  ・資料①  第４次吉野町総合計画「まちづくりの提案」募集結果について 
  ・資料②  第４次吉野町総合計画「まちづくりワークショップ」報告書 
  ・資料③  第４次総合計画策定のための中学生アンケート調査結果報告書 
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  ・資料④  第 4 次吉野町総合計画基本構想（案） 
  ・資料⑤  第４次総合計画策定審議会委員名簿 
  ・参考資料  第３次総合計画の施策の大綱 
 
１．開会 
 
（事務局） 
本日はお忙しいところ、第４次吉野町総合計画策定にかかる第 2 回総合計画策定審議

会にご出席いただきありがとうございます。７月の人事異動により、前任の大北にかわ

りまして、企画政策課に異動となりました芳田でございます。 
審議会の開会に先立ちまして、総合計画策定審議委員の交代がありましたので、ご報

告します。この度、２号委員の中で所属される団体の役員改選等によりまして、３名の

方が交代されました。 
吉野町区長連合会福田会長の後任で、吉野町区長連合会副会長の木本旭様、吉野町連

合ＰＴＡ竹本会長の後任で、吉野町連合ＰＴＡ副会長の丸本千彰様、吉野町ボランティ

ア連絡協議会辻村会長の後任で、吉野町ボランティア連絡協議会会長の和田佳美様です。 
なお、審議会委員名簿については、審議会設置条例に基き、審議委員を委嘱する際の

お立場、ご役職等について定めているところであり、この名簿もただ今お座りいただい

ているお席も、１号委員から５０音順とさせていただいております。 
 
資料⑤  第４次総合計画策定審議会委員名簿 参照 

《欠席者４名》２号委員 吉野中央森林組合 専務 坂本良平委員 
       ２号委員 吉野町商工会商業部 副部長 秦 英世委員 
       ２号委員 吉野町老人クラブ連合会 会長 南 幸雄委員 
       ３号委員 奈良県文化観光局 次長 寺田 豊委員 
 
本日の出席委員は１６名で、委員総数２０名の半数以上の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、会議が成立しますこ

とを報告します。 
また、本日は、吉野町総合計画策定審議会傍聴要領に基き、１名の方が傍聴されます

ので、ご了承お願いします。また、傍聴者の方は、要領を遵守いただきますようお願い

します。 
 
（会長挨拶） 
前回の審議会では役場側から総合計画を作成するための基本条件と、状況を説明して

いただきました。今回からは、具体的に総合計画をどう作っていくかを審議していただ

くことになります。活発な意見を期待しておりますので、お願いします。 
 
２．案件 
（１）住民意向の聴取について（事務局説明） 
・「まちづくりの提案」募集結果について（平成２２年４月） 資料①参照 
・「まちづくりワークショップ」報告書（平成２２年６月） 資料②参照 
・「第４次総合計画策定のための中学生アンケート（平成２２年７月）資料③参照 
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質疑応答 
（会長） 

住民意向の調査についての説明に対して、意見があれば、お伺いします。 
 
（委員） 
７名だけの提案ということですが、少なくて寂しいですね。できれば、もっと多くの

方から答えていただきたいところです。せっかくですから多くの意見を聞ける形で、ま

た、こういった機会はないのでしょうか。 
 
（事務局） 

総合計画の策定のためにということでしたら、今年度中に策定予定としておりますの

で、反映するのは難しいと思います。ホームページ等ではいつでもご意見を受け付けて

おりますし、必要に応じて実施する予定です。 
 
（会長） 
 他にないようでしたら、先へ進めて、後で一括してご意見を頂くようにします。 
 
（２）基本構想（案）について（事務局説明） 
・第４次吉野町総合計画基本構想（案） 資料④参照 
 
（会長） 
説明のありました基本構想案について、ご意見のある方、お願いします。一人につき、

一回ぐらいはご意見を頂きたいと思います。 
 

（委員） 
説明いただいた基本構想は、全体的に、すべてにおいて満遍なくといった形に見えま

す。それでいくと、今と同じような形になるのではないでしょうか。特化したものが必

要ではないでしょうか。自分自身若い人間ということもあって、子どもを増やさないこ

とには町の将来はないと思います。子どもと産業が今の吉野町には大事だと思います。

一か八かということになってはいけないが、もう少し特化した方が良いと思います。 
 
（事務局） 

前回の審議会でもご指摘いただいていた件ですね。基本構想はどうしても網羅的にな

ってしまう部分があります。全体的に同じようなテンションで文章を書いていますので、

強調しているところが、見て取りにくいのはご指摘の通りです。課題のところでは、少

子高齢化の部分など、強調しているのですが、基本構想の中ではそれが弱く感じられま

す。書き振りを変えることでうまくいくのか、というところもありますので、基本計画

の方で事業を個別に策定するので、そちらでの書き方については考慮していきたいと思

います。ただ、１０年を見通すのは難しいので、基本構想が網羅的になるのはご理解い

ただけたらと思います。基本計画の方ではもう少し分かりやすいように構成したいと考

えております。 
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（委員） 
これから１０年先の予想の人口が７，５００人、現在の人口から２，０００人ほど減

少するという想定の元のまちづくりでは消極的すぎると思います。現在の人口を最低で

も維持するという考えを持たなければ吉野町の発展はないと思う。そのためには、過去

には吉野町でも町村合併の話もあったが、現在ではテレビなどで道州制も話題になって

いる。最低でも三町村合併、もしくは五條市を含め、吉野郡一市、三町、六村の行政の

考え方を統一して、吉野は一つだという考えを元にやっていかないと、吉野町だけの財

政では到底発展することは無理だと思います。昔は、花と緑と水の吉野というキャッチ

フレーズもございましたけれど、吉野川では、鮎も泳げないという状態になってきてい

ます。適当な水量に戻していただくことによって、川の発展もあるのではないかと思い

ます。もう少し大きな考えとして、現在の人口を減らさないということが、この１０年

の計画を考える上で必要ではないかと思います。 
 
（事務局） 

ともすれば後ろ向きともとられるような人口の予想となっていますが、ちょうど第３

次総合計画を作成している時期では１万２，０００人弱の人口で、それを維持するとし

て計画を作り、現在は９，３００人という状況です。確かに夢も希望もないということ

になりかねないのですが、どうしても、現在の人口を維持するとして政策を策定します

と、施設一つ作る、水道を整備するといった場合、その目標人口で作るのかということ

がついて回ります。また、第３次総合計画の検証作業をした際にも、その目標人口につ

いて今回と逆の指摘もいただいたということもありました。今回敢えて人口を減らす方

向で考えて、目標人口という言葉を使わず、７，５００人と推計、予想ということで、

まちづくりをしていくための資料としての１０年後の予測をしているというふうに、第

３次総合計画とは作り方を変えています。第３次計画では実情にあっていない、おかし

いという意見もあったので、今回はこのようにさせていただきました。 
 
（委員） 
人口減になる原因を追究して根本的なところを解消していって、そして今の人口を維

持していただきたいと思います。個人的には、吉野町には利便性が一番欠けているので

はないかと思います。この問題を解消していくことによって、吉野町でも都市部への通

勤圏内に入るのでは。宇陀市の一部を見ても、そうした関係で発展している部分がある

と思います。吉野郡を一つとした考えで構想を立ててもらえば、現状維持、もしくは少

しの減少で抑えられるのではないかと思います。 
 
（委員） 

第２章まちづくりの方向第１節に、豊かな未来にいのちが輝くまちづくりというのが

あります。その中で、次世代育成支援後期行動計画とは整合性がある様にしていただき

たい。２点目に、いきいきと暮らせる健康のまちづくりですが、第３次総合計画におい

ても医療対策の充実については少ししか書かれていないので、もう少し突っ込んだ記載

があっても良いのではないかと思います。人口の問題でも、吉野町で安心して暮らせる

まちづくりという点で、例えば退職して吉野町に戻ってこられる方にとって、医療は大

きなウエイトを占めてきます。基本計画の中に入ることかもしれませんが、吉野病院を

含め、南和医療圏３病院がありますが、これらの連携強化の検討を進めています。文言
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は良いと思いますがこれに関連して、今年の５月に奈良県の計画案ではこの３病院が、

拠点病院として、後方支援病院に再建して存続させるための協議会が吉野郡内構成市町

村で設置されたと聞いております。この種の話はこれまでの市町村合併と同じで、それ

ぞれの市町村に色々と問題があって、簡単にいく事業ではありません。そこへ、奈良県

では県立奈良病院の建替え、医大の移転の問題もある中で、南和地域の問題も平行して

考えてくれるのかどうか、これも急に進む話ではないと思いますが、第４次総合計画前

期基本計画の中に、町民が安心して暮らせるように、現在の吉野病院について具体的な

施策を模索してもらえたらと思います。 
 
（事務局） 

南和医療の件につきましては、県を中心に協議の場がありまして、今後検討されるこ

とで、どうなるか分からないところです。この計画も平成２３年度からの計画ですので、

そちらの個別の計画とのスピードに違いが出てくるので、総合計画に盛り込めるかどう

かお約束はできないのですが、許される状況の中でできるかぎり具体的に書いていきた

いと思います。次世代育成支援後期行動計画は、既に出来ていて進められているので、

それを無視することはなく、念頭に置きながら総合計画を作っていくということになり

ます。 
 
（会長） 
先ほどのご指摘の通り、医療に関しては、まちづくりアンケート調査結果の吉野町に

暮らし続けたくないという理由にも挙がっています。また、重点施策領域にも、医療対

策や救急体制、高齢者福祉などが挙がっています。総合計画の中にはっきりと位置づけ

て、より具体的に方針を示していただきたいと思います。 
 
（委員） 
先日、６０歳の還暦同窓会を、吉野山で１２０人の方が集まって開催しました。その

中で、製材をされている方３軒のうち、２軒が既にやめて、１軒が今年中にやめるとの

ことです。製材所がなくなると、ご本人の家族だけでなく、従業員とその家族もいなく

なるわけで、どんどん人口が減って、過疎化に歯止めが掛からなくなります。年少人口

と生産年齢人口を減らさないようにするためには、どうするかというのが総合計画の核

となるべきだと思います。もちろん、教育や防災や福祉を充実させるというのは当然の

ことですが、製材、林業、箸、農業、観光、森林組合、商工会など様々な機関の方が委

員となっておられるのに、このような資料を作りましたと説明を受けるだけでは、私た

ちは出席しなくても良いのではないかと思います。これでは無駄な時間を過ごしている

気がします。過疎化に歯止めを掛けるために、せめて、異業種で何かやってみようとか、

例えば、産業を観光として、山を見せたり製材しているところを見せたり、Ｂ級品とは

言いませんが、量販店で売っているようなものを吉野ではその半額で手に入るとか、

色々な手立てを使って、生産年齢を他に流出させない、呼び込むというような施策を盛

り込まないと、意味がないような気がします。 
 
（委員） 
基本構想第３章にまちづくりの基本施策が出ていますが、われわれのメンバー全員で

審議して良くなるのかなと思います。もう少し小さく分けて、観光、地場産業、交通、
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教育など、重点的なものに分けて審議してはどうかと思います。私は製材をしていて、

製材のことについては分かりますが、農業など他のことについては専門ではない。テー

マを区分けして話し合ったら良いと思います。 
 
（会長） 
前回にも小ブロックに分けて、集中討議をしてはどうかという意見がありました。ブ

ロックに分けて、委員の方のアイディア、意見を戦わせるような場があっても良いと思

います。 
 

（委員） 
基本施策というのがあって、その下に施策があるが、これらの細かい決定は誰がする

のでしょうか。今この段階で、この場で、私は何を言ったら良いのでしょうか。「基本

構想だからこれくらいしか書けない。」と事務局側から言われたら、細かいことについ

ては今後言う機会があるのかどうかと、先ほどから思っていました。専門性の高いこと

を決めていく上で、この資料は誰が決めているのか、誰が職員の中に専門家がいるので

しょうか。教育に関しては先生がいますが、例えば農林建設課だと、人事異動で人も代

わっていくし、現実を知っている専門性の高い人がいないと思うんです。事務に携わる

人、専門性のある人、また幹部候補を作っていくというシステムを盛り込んだら良いの

ではないでしょうか。 
この総合計画はあと半年で作っていかないといけないのですが、知り合いに聞けば、

他の市町村ではもう４回くらい審議会を開催したとか、パネルディスカッションをした

りしているのを聞きました。あわてて作るくらいなら一年延ばして、もっと精査してき

ちんとしたものを作った方が良いのではないかと思います。これからのスケジュールに

ついても教えていただけたらと思います。 
 
（事務局） 

スケジュールに関しては、パネルディスカッションの予定はありません。年度内に策

定することを目標として、素案を作るために各事業の５年間で行う取り組みを各課で調

書を作り、それをまとめて、政策毎に職員でチームを組んで精査をしていきます。そこ

から財政チェックを行って、年末くらいに案を作成する予定です。今回の審議会の開催

が若干遅くなっていて申し訳ないのですが、そういった流れです。誰が決めるか、とい

うことに関しては、計画を作るという作業は、町が担うべきところで、ご意見を伺いな

がら作るというスタンスです。各担当課が５年の財源も含めた取り組みの計画素案を作

って、担当の各部局が集まって策定部会を立ち上げて、そこでまとめた案を副町長、全

課長が構成する庁内会議において検討し、決定したものをこの審議会でお諮りするとい

う流れです。 
 
（委員） 

コンサルタントの方にお任せ、ということはないのでしょうか。 
 
（事務局） 

極力、委託の範囲を狭めております。昨年行いましたアンケートの集計など、技術的

なところに関してアドバイスをいただきました。今年もまとめ方など、技術的な部分を
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お願いしていますので、まったくお任せということではありません。審議会などの進行

も町側でさせていただいているところでございます。 
 
（委員） 
この基本構想はアンケートを基に作られているわけですが、このアンケート結果から

すると、自然、環境というのは良い部分で、日常生活が不便だという部分が住みにくい

原因となっています。この相反するものをうまくもっていくことができれば、まちづく

りとしては良いのですが。 
第３次総合計画のときは、町のグランドデザインについて、土地利用の構造、地形を

基にした地区形成として、このゾーンにこれを当てはめるという内容がありましたが、

今回はそれがありません。商業施設や病院などにとっては、地域の交通手段、バスなど

を効率よく走らせるという部分では大きな意味を持ってくると思います。その辺りはど

のようにお考えですか。 
 
（事務局） 
今回も土地利用の構想案を作成する際に議論をしたのですが、第３次総合計画で考え

ていたものを抜本的に置き換えるのは、今の右肩下がりの経済情勢では難しい、ハード

整備もなかなかできないところで、無いところに新たに作るというのではなく、今ある

ものを地域のそれぞれの特性に応じて、有効的に活用していきたいところです。まった

く同じものを基本構成ということで作ることはせずに、さきほど説明しました序章「吉

野町の特性」の「まちの構造」で読み替えをしています。これから新たに構造を形成す

るということではないと思うので、現状の維持ということで序章にもってきています。 
 
（委員） 
下水道などの整備にしても、限られた話はできるのではと思いますが、製材所が休業

している地域に産業関係をセットにしたまちなど、集約的なことをしていかないと効率

もあがらないので、これからの吉野町のグランドデザインをしっかりもってもらって事

業を進めていただきたいと思います。 
 
（委員） 

総合計画自体が地方自治法第２条第４項に基づいて進められていますが、総務省に出

すだけの書類を作るために我々の貴重な時間を費やしているわけではありません。真剣

にこの先どうしていくかということで、審議委員から熱い意見が出ているので、担当課

でまとめて議会に出していただきたいと思います。先日の議会で私も一般質問させてい

ただいた通り、具体的なタイムスケジュールを示して、いつまでに何をやるのか、どう

いった資料を作るのかというのを明らかにしない限り、この審議会の存在が危うい状況

となってしまいます。早急に、これからのスケジュールや審議会で審議する内容につい

ても予定を教えていただいた方が、審議委員も意見を出しやすいと思います。 
人口の問題は避けて通れないところです。住宅問題についてはあまり満足されてない

のでしょうが、意見としては少ないですね。その中で人口を増やすにはどうするかとい

うと、産業人口が増えないことにはすべての人口が増えないと思います。雇用、働く場

所について吉野町ははっきりしていると思います。林業、木材を中心とする産業と観光

の２つしかありません。産業があって、働く場所がある、人が減らない。人が増えると、
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医療体制など解消される問題もあります。商業も産業があって、立地条件さえ合えば、

解消される問題もあると思います。雇用の創出、自分で仕事を作るということも、基本

構想では大きく書いてほしいです。 
 
（委員） 
一生懸命作ったものでも、いわゆる計画のための計画で、絵に描いた餅では何をして

いるのかということになります。まず、一番大切なことは、若者が定着できるまち、こ

れを最大の目標としていただきたいと思います。それには、職があって、快適な住居が

あって、消費活動の場がある。この三つが充実すれば、若者は定着してくれると思いま

す。最低限の住民サービスやインフラ、社会資本の充実や、メンテナンスといったこと

は行政としてはやらなければならないことですが、はっきりとした目玉を決めて、他市

町村のまねはせずに突き進むんだというもの、住民にアピールできる魅力のある計画を

立てていただきたいと思います。 
 
（委員） 
今回は基本構想ということで、概ねという部分になるとは思うのですが、思い切った

ことをしないと変わっていかないと思います。吉野に特化したことについて、近隣町村

でも過疎化している地域も、増加している地域もあります。人が集まってきて成功して

いる地域のまねをして、手法を取り入れていけば良いのではないでしょうか。また、色々

な部分で広域化をしないと、財源や人が動いていかないと思います。近隣町村との調整

など考えていただいても良いのではないでしょうか。 
 
（委員） 
先日のまちづくりワークショップに参加させていただきました。４つのグループに分

かれて、具体的に何をしていけば良いかという意見が出てきて、あと２、３回話し合っ

たら、もっと具体的にまとまった内容が見えてきて、意義のあるものになったと思いま

す。そのワークショップの内容がここで反映されてくるものと思っていたのですが、説

明をお聞きしても、インパクトのあるものが見えてこなくて、吉野町がこれだけがんば

って、こういうことするんだという思いが伝わってこないような基本構想になっている

と思います。アンケート、ワークショップの内容を踏まえて、吉野町が訴えていけるよ

うなものを前面に出していただけたらと思います。 
 
（会長） 
委員のみなさんは、吉野町の行く末について真剣に案じて意見を出していただいてい

ますので、網羅的にせずに、吉野町ならではの総合計画にして欲しいと思います。その

ためにはもっと意見をお聞きする場を作って、スケジュールを組んでいただきたいと思

います。一人一人の意見を伺うと、すぐ時間が過ぎてしまうので、少人数で、できれば

各担当課も出席するような形で考えていただければと思います。 
担当課がピッチャー一人で試合をしているような状態ではなく、委員の皆さんの意見

を吸収できる、本当の意味での審議会を開催していただきたいと思います。 
今後のスケジュール等について、説明をお願いします。 

 
（事務局） 
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この第２回の審議会の開催も遅くなってしまったこともありまして、今回きちんとご

説明したら良かったと反省しております。前回お示しているスケジュールに合わせてい

きたいと考えております。ご提案いただいていた分科会的な審議会の開催について、具

体的な開催の方法が今すぐには思い浮かばないので、会長と相談しながら考えたいと思

います。４つある政策毎に分けて開催させていただけたらと思います。お忙しい方ばか

りだと思いますので、全員に呼びかけ致しますが、すべての分科会にご出席いただかな

ければいけないということでなくてもよろしいでしょうか。 
 

（会長） 
そうですね、呼びかけは皆さんにして、興味がある分野の１箇所以上に出席していた

だくということで良いのではないでしょうか。出席人数にそれぞれ差があったとしたら、

その中で出席者が多いと重点施策ということになってくるのではないでしょうか。 
 

（事務局） 
出来るだけ早く連絡させていただきます。分科会開催のご案内をする際に、今後のス

ケジュールの改正案についてもお送りしたいと思います。 
 

（会長） 
 今日は、これで終了します。ご協力ありがとうございました。 

以 上 


