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第４次吉野町総合計画 第４回策定審議会 
会  議  要  旨 

 
■日時： 平成２３年２月２４日（木）AM10：00〰12：00 
 
■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 
前岡 優 吉野町教育委員会 委員長 
坂本 隆平 吉野製材工業協同組合 理事長 
坂本 良平 吉野中央森林組合 専務 
和田 佳美 吉野町ボランティア連絡協議会 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 奈良県文化観光局 次長 
４号委員 三井田康記 幾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 
 
 
■配布資料 
  ・議事次第 
  ・資料①  前期基本計画（案）の主な修正点 
  ・資料②  第４次吉野町総合計画（案） 
  ・資料③  パブリックコメントの概要 
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１．開会 
 

《欠席者》 
２号委員吉野町区長連合会副会長木本旭委員、吉野町観光協会会長福井逸生委員、吉

野町商工会商業部副部長秦英世委員、吉野町連合 PTA 副会長丸本千彰委員 
【委員１６名出席（４名欠席）・・・委員総数の半数以上の出席により会議成立（吉

野町総合計画策定審議会条例第７条第２項）】 
 
 
《会長挨拶》 
おはようございます。最近急に暖かくなり、奈良の梅も３分咲きくらいになっていま

す。吉野でももうすぐ咲くと思いますが、特に桜は冬にぐっと冷え込むと綺麗な花を咲

かせると聞きました。総合計画についても、夢のような話をするのではありませんが、

これまでみなさんに議論していただいて、最後にもう一揉みすると良い案になってくる

と思いますので、本日もご議論よろしくお願いします。 
 
２．案件 
（１）前期基本計画（案）の主な修正点について・・・資料１ 
（２）総合計画（基本構想・前期基本計画）の構成について・・・資料２ 
（事務局説明） 
 
【質疑】 
（会長） 

今の説明について疑問点、意見等はございませんか。 
 
（委員） 
私どもの意見を反映してくれてありがたい。この計画はこれで最終ということではな

しに、現在進行形であると思うし、パブコメも踏まえて内容が多少変化するものであり、

また総合計画を実施していく中でどんどん変わっていくものだろうと思う。 
パブコメをどの程度採用、反映するのかということはあるのだが、今、資料の２の１

３ページや３０ページのグラフが読みづらいということに気づいた。この計画が町民に

どの程度出るものかわからないが、読みやすい字の大きさや構成を考えて欲しいところ

だ。また、各取り組みの内容で空白欄がある。必ず入れなければならないということで

はないと思うが、空いているスペースがあれば、コメントを入れるとかグラフを入れる

とか、表現方法をうまく考えられたい。文字ばかりでなければ、目の行き所も変わって

いくのではないかと思う。挿絵でも良いので、イメージのわくものを入れて工夫しては

どうか。 
 
（会長） 

前回の審議会でのご指摘は十分満たしていますか。ご意見があれば、また後で伺いま

すので、案件(3)を説明してください。 
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（３）パブリックコメント制度について 
（事務局説明） 
 
【質疑】 
（会長） 

パブリックコメントについて、また案件（１）（２）についてもご意見をお伺いしま

す。 
 
（委員） 
いつからパブリックコメントの募集を開始するのか。 

 
（事務局） 

２月下旬、遅くとも３月１日にはホームページに掲載させていただきます。 
 
（委員） 
この計画を作るにあたり、予算が関係することもあり、施策を分割されて各部署で検

討したでしょうが、その中に入って、事務局でこれだけのことをやるのは大変な作業で

あると思う。様々な部会があるだろうが、その部会の内容に詳しい職員や議会議員が積

極的に入って協議をしていかないと内容が見えないというところがあると思う。 
最初に町長が、単なる本づくりなら必要ないと言っていた。これを作りあげて、パブ

リックコメントを募集しても、ホームページを果たして見てくれるかどうか懸念される

ところだ。町民に一冊ずつ配布して見てもらい、意見をもらうのは予算上も無理だが、

パブリックコメントなど公開できる方法を作って、みなさんに分かりやすく、見てもら

いやすいようにしないと一冊の本ができただけになってしまう。この厳しい時代、町民

のみなさんにしてもらうことが多い中で、危機感が感じられない。町民の協力がなかっ

たら、この計画は実施できませんよというところまで踏み込んで、やっていく必要があ

ると思う。 
 
（会長） 
運用をどう行い、計画をどう実現していくかというところは重要なので、後で議論を

する時間を設けることにしています。 
 
（委員） 

当初の予定では、この３月議会に間に合わせることであったと思う。熱心に取組まれ、

念には念をいれて、少し遅くなっているということだが、予定はある程度守っていかな

いといけないと思う。どのくらいの予定にしているのか。 
 
（事務局） 

当初、３月定例議会に提出することを予定していましたが、審議会の方でもう少し入

念に審議をした方が良いということになりましたので、計画を３月の定例議会提出あり

きで考えるより、パブリックコメントを通して住民の意見をお聞きした上で、より良い

計画を作った方が良いであろうと考え、パブリックコメントが終わった後で、第５回の

審議会を開催し、答申をいただき、議会と相談してできるだけ早い時点で、しかるべき
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ときに提出したいと考えます。多少遅れますが、現時点の予定では、６月定例議会まで

には提出させていただけるのではないかと思います。 
 
（委員） 
各委員から出た意見を真摯にとらえていただき、ありがたいと思う。特に会長から指

摘があったように、重点プロジェクトの部分を前に持ってきたことによって全体的にメ

リハリが出て良くなったと思う。パブコメも吉野町内に限ることなく、各地に吉野の根

強いファンがいることでしょうし、吉野町のホームページを見て意見を持たれる方もい

るので、幅広く意見を聞いて、反映されたい。その際、基本的な考え方については重点

プロジェクトの方へ、細かい個々の部分については、各施策へとうまく仕分けをして、

組み込むように検討されたい。 
 
（会長） 

町外の方へはホームページで良いと思うが、町内の方は、ホームページをどのくらい

見られているのか、自分の住んでいる町のホームページは見ますか。住んでいる人は、

ホームページはまず覗かないのではないでしょうか。したがって、広報の方法を考えて

いただきたいと思います。 
もう一つ、パブリックコメントは都市で実施することが多いので、個別回答はしない

ことが主流だが、吉野町の場合、個別回答しても良いのではないかと思います。これは

行き過ぎているのでしょうか。 
 

（事務局） 
まず、広報については、広報誌で周知するのは今の時点では発行日の関係から間に合

わないのですが、ケーブルテレビの文字放送やワイドニュースの中でのお知らせによっ

て周知していきたいと思います。ホームページに掲載することと、役場の窓口として企

画政策課でも閲覧していただけるように致します。 
個別の回答については、寄せられる件数もまだわからないので、個別ではなく公に回

答させていただけたらと思います。 
 
（委員） 
仮に個別回答したときに、事務局で事業計画のすべてを把握しているわけではないと

思うので、意見が寄せられたら担当課へ聞きに行き、回答するのは大変な作業であると

思う。分科会の中に議員も担当している職員も入って、その中で話をまとめておかない

と、事務局だけでできるとは思えないし、事務局が担っている他の仕事がおろそかにな

っては困るので、そういう面も考えていかれたい。 
 
（会長） 
今後これを実施する場合も、事務局が全部行うわけではないと思うので、担当課と調

整していただきたいと思います。 
今の段階では、この総合計画案を審議会としてこの形でまとめて、次にパブリックコ

メントを募集する段階に移るということでよろしゅうございますか。 
 
【一同了承】 
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（事務局） 
ありがとうございます。スケジュールとしまして、今後パブコメの募集を進め、寄せ

られた意見に対応するべく修正箇所を整理し、庁内で合議を得た後、3 月下旬に予定し

ております第５回の審議会で修正した個所などを説明いたします。その修正案で問題が

なく、ご承認いただけたら、答申を審議会から町長へ出させていただき、審議会として

は終了いたします。 
答申については、事務局で案を作成し、会長に内容を確認、相談させていただき、ご

理解いただいた上で、審議会でご審議いただいて、変更する箇所は変更させていただき

ます。大幅に変更ということになった場合は、後日郵送させていただくことになるかも

しれませんが、できれば審議会の当日で収められるようにご意見を調整させていただい

て、案を作成したいと思います。 
今日これから、今後の総合計画の活用方法、使い方などについてご意見いただいて、

その内容を反映した答申案を作成したいと考えております。一言ずつでも結構ですので、

この後、計画の使い方を中心にご意見いただきたいと思います。 
 
（会長） 
この計画を実現するために、どのような点に注意して、体制をどうしていったら良い

か。役場だけでできることではありませんので、住民のみなさんとの協力など、どうい

った体制で臨むのが良いか、ご意見をいただけたらと思います。 
 
（委員） 
特に３つの重点プロジェクトについて、長期ビジョンの中で一年一年をどうやってい

くのか、具体的にして計画性がないといけないと思う。予算についても、集中的な予算

の配分が必要であると思う。また、それぞれの業界・関係部署へ、実施方針についての

説明会等、直接対応型で対応していただく必要があるのではないか。組織・団体もさる

ことながら、個々の力を引きだすような、枠組みを越えた０からの挑戦をやっていかな

いといけないと思う。１０年ビジョンの骨格として進めていくために、できればプロジ

ェクトチームができれば一番良いのではないかと思う。 
 

（委員） 
パブリックコメント制度という言葉はまだ馴染みがなく、分かりにくいところがあっ

て、それをご意見箱にするのか、意見をお聞かせくださいという風に言うのか、表現の

方法を分かりやすい形にして、いかに住民のみなさんを巻き込めるかというところが、

総合計画の今後の進捗にも関わってくると思う。 
役場庁舎、出先も含めて、受付できるような体制、例えば郵便局や商店でもご協力い

ただけるなら、声を寄せてくださいという姿勢を見えやすい形で表すことが大切だ。各

課の受付カウンターですぐわかるような状況にして、これからの吉野町の１０年の骨格

を作るんだということを、いかに住民を巻き込んで出来るかというところが最大の目的

ではないかと思う。パブリックコメント受付箱を各課に置くなどして、極力、進めてい

るんだということを PR し、ご意見をいただき、直接意見を受け取った担当課も、すぐ

計画にのせられるであろう、反映できるであろうという話が聞けるのではないか。企画

政策課に寄せられた意見を各課に振り分けるという手間が一つ減る。なるべく予算かけ

ずに、工夫されたい。 
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（委員） 
先ほどから素晴らしい意見を聞かせていただいている。これは、到底、職員だけでで

きる問題ではない。ソフトについてはこの総合計画に基づいて町職員で進めていくわけ

だが、ハード面についても、森林組合、商工会、農協が窓口となって、吉野町と一体と

なっていけば、本来の吉野町になっていくのではないかと思う。行政だけが骨を折って

計画を作っても、予算の問題もあることなので、民間人も協力し合うことによって、将

来の吉野町を築いていくべきだと思う。計画では１０年後の人口を６５００人と推計し

ているが、最低でも現状維持というくらいでハード面の計画も立てて、近隣町村と力を

合わせていくことによって、総合計画も実現していくのではないかと思う。森林組合、

商工会、農協等の各種団体にしっかりした窓口を作ることも大切ではないかと思う。 
 

（委員） 
世の中の半分が女性であるので、各種団体の方にも呼びかけて、理解していただいて、

自分たちの意見を述べていただくことも考えられたい。婦人会、PTA、ボランティア団

体など吉野町のことを見据えているので、女性の意見も吸い上げられるような方法を工

夫してもらえないかと思う。 
 

（委員） 
結局、住民の方にわかってもらって、どうご意見をいただくかということになってく

る。ホームページで公開しても、冊子を配っても、見ない人は見ない。関係のある人は

見ても、関係のない人はほとんど見ない。ところがホームページは割りと便利の良いも

ので、浸透してきており、老人会でも見る人が増えている。何らかの形で、総合計画と

いうものが存在することだけでもお知らせできたら良いと思う。 
 

（委員） 
人口が減ってきたら、財政面で大変なことになるが、町の行政組織として職員数につ

いてはどんな考えを持っているのか。 
 

（事務局） 
職員数については、総務課の管轄で定員管理計画がございます。５年計画のものを繰

り返し進めていくのですが、職員数を徐々に減らしていくという方針で計画が作られて

おりまして、１０年先に人口がそういう規模になるのであれば、次の計画の見直しの際

にはさらに職員数を絞り込んでいき、アウトソージングとか指定管理者制度などを活用

しながら、小さな組織でやっていくという方針になると思います。現状の計画では、１

０年後の６５００人の人口になったときの想定はまだ持ち合わせていません。 
 

（委員） 
定員管理計画というのはどういうものなのか。 

 
（事務局） 

定員管理計画は、行政改革とも関連させて、適正な職員数を定めて、それを実行して

いくための計画です。目標に到達させるために５箇年の計画を立てて、これまでは職員

数を減らしていく計画を立てているところです。 
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（委員） 
それは実施していただけるということか。 

 
（事務局） 

人口、行政規模にあわせて実施してきております。 
 
（委員） 
この第４次総合計画は、今、全部新たにできたものではないと思う。第３次総合計画

の中身を継承した上で、それを引き継いだものもあると思うが、今日まで第３次総合計

画を実施していく中で国、県の施策も変わっていくので、行政と議会がともにチェック

して、その中で、定例議会だけでなくなにか問題があれば臨時議会を開いて、そこを構

築すべくやっていくという姿勢でないといけないと思う。 
計画をすべて実施していくということは財政面からみても不可能な話だと思うが、国

や県の支援も受け、その辺りの活動は行政だけでは無理であるので、そういう活動を議

員にもお願いしたいところだ。 
 

（委員） 
少し先走ったことになり恐縮だが、ぜひこの総合計画の分かりやすい概要版を作って、

広報等に活用して PR したら良いと思う。序盤の吉野の魅力というところで、住民活動

の息づいている町と書いてある。これは、吉野の大きなキーになると思う。計画につい

てもあらゆる機会を通じて、例えば５月６月の各種団体の総会シーズンに、事務局の企

画政策課がその場で説明するのではなく、関わっている担当課が説明する時間を取り、

そういう形で広めていくのも良い。あるいは、地区別懇談会や出前トークなどのように、

役場から町民の要望によって出かけていき話をするといった機会を通じて、住民が共通

に町の置かれている厳しい状況についても、また夢や希望も共有していくことが大事で

あると思う。 
 
（会長） 

吉野町では、出前トークや出張で説明したりすることは実施していますか。今後ぜひ

考えていただきたいですね。 
 
（委員） 
この総合計画は吉野町のバイブルであると思うが、今回の審議会に参加して、行政と

してまちづくりや条例の制定などをしていくのは役場職員がすべて行っているのか、と

感じた。議会と行政の関係は、あまり良くないのではないかと思った。この審議会でも、

様々な団体の代表が集まっている。議会も町民の代表として存在しているので、同じ高

さで存在するはず。しかし、議員の方からも事務局に質問している。失礼だが、議会議

員の発言は、他人事のように感じる。町と議会がどういう仕組みか詳しくは知らないが、

事務局から説明されることは、議会の方は知っていて当たり前ではないのか。そもそも、

こうして各種団体から集まってこなくても、総合計画は議会と行政が一緒になって作る

ことができる。意味合い的には、この審議会と一緒ではないか。議員と行政職員の連携

を密にしていき、町のことを考えて中立的な立場で意見を述べることができて、行政職

員と関わることができるのなら、それが理想ではないかと思う。もう一度、議会と行政
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の関係を見直されたい。 
今回、感じたのは、条例は行政職員が全部作っているのかということ。議会は、立法

機関ではないのかと思った。 
この総合計画を活用していく上では、プロジェクトチームを各課などで作るべきでは

ないかと思う。 
 
（委員） 
私は議員になって６年しか経ってないが、議員と行政職員との関係は微妙である。密

にすればするほど、職員がやりにくい面が出てくる。打ち合わせを重ねたり、話をした

りするが、すべてを網羅するために、１２名の議員に職員が話を伝えようとする努力、

議員がそれを聞こうとする努力を行うには、時間的余裕の面で厳しいものがある。 
この２０年間で、議員提案の条例は２本しかない。もし、この小さな町で、議会提案

の条例の立案を積極的にやったとき、行政職員はパニックに陥る。役場の中で職員の様

子を見ていると、いっぱい一杯で仕事をしていると思う。事業を提案したときに、今は

堪忍してくださいということを言われる場合があるのも事実である。見えにくい部分で

あるが、議会の風通しを良くするのも、行政職員と連絡を取っていくのも大切なことだ

と思っている。 
 
（委員） 
今の名古屋市では、議会サイド、行政サイドが注目されている。この間、行政サイド

から見る議会と、市民サイドから見る議会のあり方のフォーラムがあり、聞かせてもら

った。今まで、議会というのは議会基本条例などで、情報公開が注目されているが、そ

ういった制度を使っていかないといけないのかなと思う。議会が具体的に何をしている

か見にくいところがあり、メディアも議員定数など目立つことしか取り上げない傾向も

ある。こちらからも情報を投げかけながら、町民と真摯に対応しながら、こういう部分

ができたらこういうリスクが伴い、こういう形で提案したらこういう形でできるという

ことも含めて考えていかないといけない。 
もう一つ、議会というのは決定権があり、議会の議決がないと行政は執行できないの

で、責任は重いといえる。したがって、情報提供できる環境づくりをしていくことを、

議会の中でも、今後、議論していきたいと思う。 
 
（委員） 

議会のあり方について、例えば国会なら、議員の中から内閣総理大臣を選び、議員や

民間人で内閣を構成し、執行部となる。町の場合は、執行権を持つのは理事者である町

長。議会は提案されたものを是か否かと判断する。いつも対立しているわけではなく、

町民の代表として意見、提案をし、コンセンサスを得ている。 
協力するところは協力し、批判するところは批判しながら、町が良い方向へ進んでい

くように、あるいは悪い方向へいかないようにチェックしている。 
 
（委員） 
３つの重点プロジェクトについて、実際には代表的なものから枝分かれしていってい

る。私の考えていた重点プロジェクトと、少し意味合いが違っていた。もし予算が限ら

れていて、例えば高齢者についての施策への予算の配分と若者への対策についての予算
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配分で、どちらかを選ばないといけないときの決定は誰がしていくのか。 
 

（事務局） 
総合計画の基本計画については、分科会で説明した通り、予算的には実行可能です。

行政の課題は多種多様で複雑化しているので、行政だけで解決するのはむずかしい状況

になっています。総合計画の大きなテーマとなる協働を実行して、住民のみなさん、各

種団体、業界の方が賛同いただける事業、計画に挙がっている事業は、今の経済状況が

続いた場合、実行可能だということで提案しています。 
 
 
（委員） 
究極の選択があった場合の重点項目というものだと思っていたのだが、「これを目指

している」という骨格のようなものはないのか。産業都市を目指すのか、観光都市を目

指すのか、福祉都市を目指すのか、そういうものを選ばなければならなくなった場合、

誰が選ぶのか。町長が判断すると考えて良いのか。 
 
（事務局） 

最終は町長の判断です。 
 
（委員） 
広い意味でいうと、町民です。ただ、システムとしては、首長が庁内会議を開いて自

分の考えを出して決定して、議会が検討してスタートする。予算の執行などもそうなる。

町長や議員を選ぶのは町民なので、広い意味では町民となってくるので、町民が町の方

向付けの決定権者になると思う。 
 
（事務局）町長が最終決定をするが、各団体、各業界のみなさんの意見を十分聞いた上

で判断されるので、町長の独断で先行的に実施されることはありません。 
 
（委員） 
島根県の海士町の総合計画の資料の中で、幸福の指数というものがあって、その町に

とって何を求めているか、例えば住宅、教育、産業などでは、都会の住民の幸せの指数

とは違ってくる。そのようなことを、アンケート形式で調査して積み上げていくことも

良いのではないかと思う。住民が何を求めているのか、幸せの指数を積み上げていって、

１０年の計画の中に落とし込んでも良いのではないか。 
 

（委員） 
一般の町民としての意見ですが、言葉一つ一つに気を遣い、修正されてすごく良いも

のになっていると思うが、もし配られて「意見ください」と言われた場合、文字ばかり

のものを全部読みきって理解するのは無理ではないか。数ページ読んで諦めてしまうの

が正直なところだと思う。 
吉野町は、何を目玉にするか。どれもこれも平等に書いているので、これが全部でき

るのかと思う。例えば、福祉なら福祉、あるいは子育てに力を入れていくというような、

はっきりと目に見えるものがあれば、吉野町はその方向へ力をいれているというのが分



 - 10 - 

かる。ただ、そうすると、福祉に力をいれるなら子育ては力をいれないのか、産業には

力をいれないのか、ということになる。 
そこで思ったのだが、先ほど吉野学という言葉が出ていた。また、吉野力という言葉

でも良いのだが、メインの言葉があって、それに向けて吉野町は頑張っていて、その中

には福祉も子育てもある。自分の興味のあることについて政策はどうなっているのかと、

そのページを見る。全部でなくても、自分の興味のあるところは見て、理解する。その

全体として、「吉野学」というところがあって、それに自分も協力できると思い起こさ

せるような工夫ができるのではないか。 
例えば、こんな計画を作っているということを一枚のポスターやチラシで表現できな

いか。「吉野力」「吉野学」という言葉があって、その中に様々な政策があるということ

を、興味を引くような文言、レイアウトで作ることができたら良いと思う。そうすると、

産業でも子育てでも、自分たちの協力できることはないか、どういう施策をしているの

かと思ったとき、ホームページや窓口で閲覧して内容を確認し、関わっていくこともで

きるだろうし、施策を理解することもできる。せっかく細かいところにまで気を配って

作った計画なので、住民の目に触れてもらうことがなければ、本当にもったいないこと

になる。自分たち町民が一人ひとり関わっていかなければならないという思いになるよ

うな、一枚の絵で表現できるようなものがあれば良いと思う。 
 
（会長） 
今のご意見も非常に重要な意見だと思います。先ほど出ていた出前トークは、行政職

員が外に出て行って説明するというものですが、この審議会の委員のみなさんに、何か

の機会にこの計画の補足説明をしていだくような場があっても良いのではないでしょ

うか。 
まちづくりがうまく行われている他の町の方と、相手が職員かと思って話をしていた

ら、実は職員ではなく民間の方であったという経験が度々あります。そういう方が、よ

く茶化して自分のことを常勤秘書と言います。職員ではないが、ほとんど役所に居て、

ともすれば職員以上に役所の仕事をしている。そういうような方にできるだけ役所に来

ていただいて、協力してもらえるような体制を役所が作って、そのような人を増やして

いけば良いのではないかと思います。少なくともこの場に来ていただいている委員の

方々は、そういうような位置づけで、今後見守って、この施策については私が生みの親

なんだから何とかしてやろう、進めていこうというようにやっていただけたら良いと思

います。 
 
（委員） 

町長や議会、職員に、選択と集中というものが問われる時代である。何を優先的にや

っていくかを考えることが必要な時代である。例えば主婦が毎日の献立を考えることな

ど、様々なことを頭の中で整理して考えて決めている。それは我々議会も同じように、

選択と集中の葛藤がものすごくある。総合計画のそれぞれの分野で秀でた方が、その得

意分野で協力できれば、より一層活きてくると感じる。 
 
（委員） 
大淀町、吉野町、東吉野村で構成されている、広域合併した吉野中央森林組合に属し

ている。私は吉野町の住民で、それぞれの町村で住民意識も違うし、森林、林業に対す
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る思いも違う。３人の町村長さんの山に対する考えもまちまちで、色々な構想も違った

のではじめは困ったが、真ん中の吉野町に住んでいて、自然のすばらしさや、ある程度

電車も通っているという環境から、私は吉野町が一番良いと思っている。 
この吉野町の議論について広い視野から見たような意見を聞いたり、広い視界をもっ

てすれば、この重点プロジェクトももっと明確的に見えてくる部分があるように思う。     
林業、木材関係の自分の仕事に関わって、基本構想、町の方針として、森林から林業、

木材生産というものは、川上川下で一連の円滑な流れがあって活きてくるものであると

思います。地元の木を地元で売れるという体制を作っていくのは、我々森林組合の仕事

であると思いますが、そういう山から加工までの大きな流れというマスタープランは行

政が大きな力を発揮していかれたい。 
 
（委員） 

当初から目玉がないと言っていたが、３つくらい人をひきつけるような魅力を感じら

れるものを作れないか。どうも総花的な計画に終わりそうに思う。それはいたしかたな

いとして、PDCA サイクルを回して行くというのが一番大切なことだが、１年に 1 回

チェックするということになっている。住民ニーズなど変化があるから、１年に１回が

多いか少ないかは別として、もっときちんとした形で表現して、これに重きを置いてい

かれたい。役場の品質は、主に町民満足度をいかに高めるかということである。一番大

事なことは品質管理をして、満足度を上げていくために実施するのが PDCA である。

これをもっと重要な考えの中に入れた方が良いと思う。 
 

（委員） 
世の中景気が悪く、田舎は特に住むのはしんどいという時代になっている。今回この

ような審議会に初めて参加したが、この計画についても話し合いの場を立ち上げていか

ないと、住民９０００人への啓蒙ができないと思う。「ここまでは行政も望んでいるが、

ここから先はできない」ということをはっきりしておいた方が良い。町民も行政に甘え

るというか、勝手なところもある。とは言え、行政に期待をしている。産業界で、これ

を活性化していくにあたって、行政もお手伝いしてもらえるとうれしいが、ここから先

はできないということはあると思う。行政としてはそれを明示しておかないと混乱して

しまうのではないかと思う。 
この計画はなんとなく暗く感じる。これを精査して読む人も少ないと思うが、町民、

特に若い人、これからを担う人が吉野町にこんな良いところがあったんだ、吉野はすば

らしいところだという思いが生じるような文言を入れていくように努力してもらえた

らありがたい。 
 
（委員） 
今回で審議会に参加するのは２回目となり、前回言ったことでもあるが、基本構想に

ある四つのまちづくりの方向、町長がこの四つは必ず実行するというのなら、特別職の

定数削減から始まる財政改革が必要であると思う。我々、団塊の世代が退職するという

とんでもない時代がくるので、１８０度考え方を変えないといけない。私も、息子が会

社をほとんど担っているが、今でもトップセールスを行っている。営業というものがい

かに大事か実感しているので、町長もこれを実行すると決めたら自分の給料を減らして

でも実行するという姿勢が大切であると思う。他の町と肩を並べるのではなく、他の町
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が吉野町のまねをしようとするくらい、幸せに感じられる吉野町にするという気持ちで

行ってもらわないとこの計画は実行されないと思う。 
我々の教育委員の定例会でも、一人削減したらいいではないかと提案した。まず特別

職から襟を正していかないと、財政改革はできないと思う。 
 
（委員） 
私は民生児童委員ということで、地域住民のみなさんと接する機会が多く、区長連合

会や民生委員が一番住民にとって身近であるのが我々の仕事である。この社会の仕組み

の中で、高齢者や子育てに関する悩み相談がたくさん寄せられる。日々の生活の中で福

祉基金の貸付に関することや、生活保護についての相談を賜っている。また、要援護世

帯の調査や高齢者の意見などを聞いて、担当課へつなぐ役目を担っている。 
健康福祉課主管の６５歳以上のニーズ調査が行われたが、老人会や民生委員の力によ

って、８１％が回収できた。通常のアンケート回収率は、５０％ほどである。個々に説

明をしたり、書きやすいアンケートを作ることによって回収に協力した。一番知りたい

８０歳代や９０歳代の方に説明することは容易でなく、どんな生活をしてどんなことを

望んでいるかを一番聞きたい人が一番回収が難しかった。これは吉野郡内、すべてが抱

える悩みであり、高齢者問題や子育てなど、将来を考えていくと私たち民生児童委員の

力が必要であるので、地域の担当の民生児童委員にお願いをしている。アンケートで気

持ちを知ることも大事であるが、それですべて分かるかという点もある。 
基本計画の中で私たちが考えていきたいのは、一つ絞って吉野町を担う子どもをどう

して育てていくかということであり、今、組織の中で力を入れている。各代表の方が出

席しているので、その会合の中で、それぞれの組織で、基本構想の中から力を入れると

ころについて絞って話をしていかれたら、ある程度見えてくるのではないかと思う。そ

れぞれの分野で頑張っていかれたい。 
 
（会長） 

これで、今の段階ではこの総合計画がまとまったとさせていだきます。 
先ほどの意見の中で、見えてくる気持ちがないというものがいくつかあったので、パ

ブリックコメントの募集期間に、総合計画のキャッチフレーズを委員のみなさんに考え

ていただいてご意見を賜るということがあっても良いのではないでしょうか。総合計画

は網羅的にならざるを得ないが、吉野町はこれで頑張るというのをもう少し出しても良

いのではないかという気持ちも伝わってくるので、パブリックコメントの最中にご意見

をいただいて、短い言葉で表せるものをいただけたらと思います。今回まで積み上げて

きた審議を基に作成されたこの総合計画で、パブリックコメントを募集していただいて、

第四次総合計画とすることにご賛同いただけますでしょうか。 
 
【一同了承】 
 
（事務局） 
キャッチフレーズなどを考えていただけましたら、ご連絡ください。また、広報につ

いて、概要版も含めて、分かりやすく、見やすいものになるように工夫します。次回は

３月の下旬に第５回の審議会を予定しております。 
以 上 


