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第４次吉野町総合計画 第５回策定審議会 
会  議  要  旨 

 
■日時： 平成２３年３月２８日（月）ＡＭ10：00～11：30 
 
■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 
１号委員 中井 章太 吉野町議会議員 
 
 
２号委員 

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 
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 
前岡 優 吉野町教育委員会 委員長 
丸本 千彰 吉野町連合 PTA 副会長 
南 幸雄 吉野町老人クラブ連合会 会長 
和田 佳美 吉野町ボランティア連絡協議会 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 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 
事務局 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 
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  パブリックコメントの実施結果について 
  ・資料②  第４次吉野町総合計画（案） 
  ・資料③  前期基本計画の修正箇所 
  ・資料④  吉野町総合計画策定審議会 答申（案） 
 
１．開会 
 

《欠席者》 
１号委員吉野町議会辻本茂委員、吉野町議会松本義昭委員、２号委員吉野町区長連合

会副会長木本旭委員、吉野製材工業組合理事長坂本隆平副会長、吉野中央森林組合専

務坂本良平委員、吉野町農業委員会会長藤裏勲委員、５号委員小崎佳代委員 
【委員１３名出席（７名欠席）・・・委員総数の半数以上の出席により会議成立（吉野
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町総合計画策定審議会条例第７条第２項）】 
３．会長挨拶 
おはようございます。今日、ご審議いただく案件がまだいくつかありますが、今回で

答申をまとめてしまうということになりますので、早速事務局に案件（１）パブリック

コメント実施結果から説明していただきます。 
 
４．案件 
（１）パブリックコメント実施結果について・・・資料１ 
（事務局説明） 
 
【質疑】 
（会長） 
意見は０件ということは、よくできた総合計画なので意見がないということか、ある

いは住民がまったく関心を抱いていらっしゃらないのか、その辺についてご意見をいた

だけたらと思います。また、パブリックコメントの実施方法についても、良い方法や、

ご意見がありましたらお願いします。 
 
（委員） 
提出件数０件というのは情けない。募集期間をもう少し長くするとか、時期を考える

ことが必要だったではないか。終わったものは仕方がないが、これで吉野町は大丈夫か

な、と不安を感じる。私たち委員は審議会に参加しているので総合計画の内容を把握で

きるが、町民に関心がないというか、こちらからもっと町民のみなさんに、こんな形で

進めていきたいとかいう方向付けをもっと早めに示せば、こんな結果に終わらなかった

のではないか。 
 
（会長） 
 その通りです。吉野町では、過去に、パブリックコメントを実施しなかったのですか。 
 
（事務局） 

バスの関係で、地域公共交通総合連携計画についてのパブリックコメントを実施した

際も１件という結果でした。今回は東北・関東の震災と重なったということも関係した

のかもしれません。 
 
（委員） 
以前、吉野町で行われていた曼荼羅まちづくり会議というものがあり、各分野でまち

づくりについて話し合いが行われた。その中で、補助金を町で出していただいて、今、

化石燃料も値上がりしてきたので、また注目を浴びている薪ストーブの使用を提案した

りした。また、福祉バスを走らせたりすることも実現されてきたけれど、今では、その

会議は終了したという経過がある。 
総合計画の意見が０であるということではないと思う。まず、募集の時期がタイムリ

ーで無かったという点と、吉野の人はみんなの前できつい意見を出すのを好まないとい

う性格も影響しているのではないか。意見を募集する方法を工夫したら、出てくると思

いますが、みなさんで考えていただいたらと思う。 
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（委員） 
高齢者が増えているということが、この計画に関心がないという理由の一つではない

か、回答０につながっているのではないかと思う。若者の青年がたくさんいれば、吉野

町の将来をどうしようかという希望を持つと思います。我々が６０、７０歳代以上の方

の話を聞いていると、生活がしにくくなった、買い物に行くときの交通の便のことや、

病院への希望など身近な意見はあるが、この計画を総合的に見たら、高齢者が多いが故

にパブリックコメントを実施したとしても、意見がでて来にくくなっているのではない

かと思う。高齢者率が高いことも今後考えていかなければならないと思う。 
 

（会長） 
この施策、政策は生活に関することなのですが、ひょっとすると住民は身近なことと

感じていない可能性はあると思います。吉野山で、まちづくり協議会がまちづくり協定

を作りたいということで行ったアンケートは、驚くことに回収率１００パーセントでし

た。また自由意見欄も回答が多かったとのことです。賛成意見、反対意見だけでなく、

注文をつけるといったものも多くあった。身近なことに対しては非常に活発に意見が出

るし、色々なことについてご意見をお持ちであるということが分かります。おそらく、

関心は持っていても、自分の生活にどうひびくかということを、うまく理解されていな

いのではないかと思うが、何かご意見ありますか。 
 
（委員） 
上森さんから高齢者が多くなったという話もあったが、世の中が変わってきて、自分

のことで精一杯になってきたのではないかと思う。私たちが区長をした時分には、区長

会の総会は全員参加していたが、最近では半数くらいしか参加しないと聞く。しかし、

例えば町会議員の選挙があれば熱を帯びている。昔と流れ方が変わってきたのではない

かと思う。先ほど意見も出ましたが、意見の募集期間を延ばしても同じことではないか

と思う。我々の世代と、若い世代と感覚がずれてきたのではないかと思う。 
 
（委員） 
 高齢化しているのも原因の一つではないかと思うが、平成１２年の国勢調査の十年後

の予測人口は 8,800 人であったが、今回の国勢調査では 8,636 人と、近い数値になって

いる。これは通常の場合ということでの算出なので、定住対策や産業振興をしない状態

での数値。色々な意見があると思うが吉野町では交流人口が少ないのではないかと思う。

入ってくる人が少ない。団地であったり、住宅施策があって、外から新しい血が入って

くるとまた刺激が生まれて、色々なことが活発になるのではないか。まちづくりも同じ

人がずっと関わっているということは、一部の人間だけということで、だんだん人数が

減っていく。したがって、新たに交流人口を増やす施策というのが必要ではないかと思

うので、そういう方向で議会の方でも考えていきたいと思う。また、こういう情報を開

示するとき、議会としても住民の方の近くで話をする機会が少なかったと思う。議会と

しても情報公開、意見の吸い上げるということに関して、動いていかなければならない

と反省も踏まえて検討していきたいと思う。 
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（委員） 
パブリックコメントの募集ではなく、総合計画の案でもなく、「パブリックコメント

をとっていることを知っていますか。」とアンケートしたら、果たして何パーセントの

人が知っているか。また、今までの行政への信頼というものがどれくらいあって、今こ

の意見を言ったらどのように反映してくれるのかという思いもある。この審議会も各代

表の方が出席していて、自分もＰＴＡの代表として参加している。この審議会での意見

を持ち帰って、団体における意見を吸い上げてくることによって、町全体の意見という

ことになるのではないか。 
それぞれの団体に持ち帰って議論する期間があって、パブコメで出た意見も含めたら町

全体の意見ということになると思う。小さい会議だと意見も活発に出るが、大きく開催

すると意見が出にくい。たくさん情報を流す部分もあり、また細かく情報を流す部分と

して小さい規模での話合いができれば、もう少し煮詰まった話ができるのではないかと

思う。 
 
（会長） 
パブリックコメントとして、賛成意見も反対意見もなく寂しいことになったが、これ

で総合計画を止めるわけにはいかないので、次に進んでいくのですが、さらにこれから

町民の方に周知をはかりながら行っていただきたいと思います。 
 
（２）第４次総合計画（案）について・・・資料２、資料３ 
（事務局説明） 
 
【質疑】 
（会長） 
今の説明について疑問点、意見等ございませんか。また前回、吉野町の将来像のキャ

ッチフレーズを考えていただきたいという話もありましたが、それも含めてご意見をお

願いします。今まで大分議論してきたので、計画書はずいぶん皆さんの意見を反映した

ものになっていると思います。内容の訂正は、今日までと期限が切られているので、ご

意見のある方はお願いします。 
 
（委員） 
大震災の発生を受けて修正された部分については、このような方向で良いと思う。今

後、被害の状況、支援のあり方が問われていく。そういうことを含めて改善していくと

ころは改善していくということを基本的な姿勢で臨まれたい。 
キャッチフレーズについては、「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町」というフレーズ

があるので、これで吉野の未来を表現していて、私はこのキャッチフレーズが非常に良

いと思います。これをキャッチフレーズにされたら良いと思います。 
 
（委員） 
資料３の主な取組みに関連して。現在、健康福祉課で高齢者の避難支援プランを実施

している。本人の承諾を得て、避難所や家族・親戚の住所などをまとめている。しかし

避難する経路の地図を書いてくださいと言うと、避難場所がわからないという方が多い。

総務課から配られた資料もあるが見ていないので、民生委員に避難場所はどこかとよく



 - 5 - 

聞かれる。大字毎に避難場所と看板に明記をしていただく考えがあってもいいのではな

いかと思う。日々、歩いていたら看板を見て、ここが避難場所だと分かる。大字の分か

れ目の辺りに住んでいる人は一番近いところの避難所へ行ったらいいと思うが、遠くて

も所属する大字のところに行かないといけないかという問い合わせもある。他市町村で

は学校や公民館に表示されている看板を見かけるので、表示するほうが親切ではないか

と思う。 
 
（委員） 
大きな災害はいつどこで起こるかわからないが、昨年開催された分科会で、疎開保険

について発言した。空き家対策と関連するが、吉野町では公営住宅も空いているところ

もあると思う。そういったところを活用して、疎開保険というものを実施したらどうか。

被災された方を受け入れる体制として、年１万円の保険料をいただいておいて、万が一

災害に遭ったら、優先的にその方を受け入れる。災害に遭われなかった方には保険料に

相当する地場物産を提供するという体制を取って、津波をはじめ、統計的に災害の発生

しやすい地域の方に、保険を提供する。災害対策は町内の方だけでなく、このように町

外のことも視野に入れて、具体的に立ち上げていくことも大事ではないか。これを総合

計画の中にも入れて行っていってはどうか。 
 

（会長） 
このようなことを今から総合計画に書き加えることはできますか。 
 

（事務局） 
今回の震災を受けて、町の計画の不備な点も見えてきており、町の防災計画を見直す

ことを総務課も考えているので、避難所についての意見や疎開保険についても、総合計

画よりこの個別計画の中でもう一度検討させていただく方が良いかと思います。 
 
（委員） 
 吉野町でも数年前、防災マップを配布して、地域の避難所を表示していた。私どもの

地域では、看板の表示を即実施したが、他の地区ではそういうものが目に付かないこと

が多いと思う。震災の後で、防災計画を見直しするということは、われわれも、防災マ

ップをいただいたとき、地区では防災計画に基づいて担当者を決めたりと色々対策を行

ったが、素人が行うことなので、情報も少なく、なかなか理解を得にくい。できれば行

政に指導していただくと、もっと意識が高まると思う。 
 
（会長） 
それではもうご意見もないようですので、みなさんこの総合計画をお認めいただいた

と解釈してよろしゅうございますか。 
 
【一同了承】 
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（３）吉野町総合計画策定審議会 答申（案）について・・・資料４ 
（事務局説明） 
 
（会長） 答申（案）についてご意見はありますか。 
 
（委員） 
記載の内容は概ね良い。計画策定の後が大事だと言ってきた。総合計画というマスタ

ープランができて実施していくわけだが、前の計画と比べて体系的なまちづくりのグラ

ンドデザインが分かりづらくなっている。それぞれの地区でどういう動きがあるかとい

うのが一目では分かりづらくなっているように思う。協働のまちづくりということで、

色々な団体が手をあげて活動しているが、情報収集をして誰が見てもわかるようにして

おけば、協働連携でさらにパワーアップ事業も可能だろうし、まちづくりのグランドデ

ザインを体現化して、一年ずつ地域毎に予算を分けて実施するのも良いのではないか。

長い目で見たとき、例えばこの地域には住宅施策を実施することが良いなど、詰めてい

かなければならない部分はたくさんあるが、ＰＤＣＡサイクルよりさらにランクの上が

った、まちづくりデザイン政策というようなものを作って、専門分野の方の意見を交え

て考えるなど、行政としても検討していかれたい。 
 
（会長） 
総合計画を作って終わりではなくて、これが始まりだと肝に銘じながら実施していた

だきたいと思います。 
 
（委員） 
今後のことになるが、分科会の中でこれは大事だから力を入れるということを取りあ

げて、それを細かく分けて、細部にわたって検討して、この方向で実施していくという

ものを一つでもたちあげていかないとまた、ただの本で終わってしまうという感じがす

る。観光、産業、教育、子育て、というような分科会がせっかくあるんだから、方針を

細かくくだいて立ち上げていくという方法はできないのか。 
 
（事務局） 

重点プロジェクトということで、木のまちプロジェクト、桜のまちプロジェクトなど

を立ち上げております。その中で木材でしたら、業界の方と町民の方、行政とが一緒に

なったようなプロジェクトを立ち上げていこうということで、分科会でいただいた意見

を参考にしながら検討することを町では考えております。 
今、概ね動き出しそうなものをご説明します。重点プロジェクトの木のまちに関して、

木材関連産業の振興として、平成２３年度から業界の方を巻き込んで色々なことを検討

していく場を設定する予定です。そのための予算も認めていただいております。また４

月の機構改革では、子育て支援室を教育委員会の中に設置して、幼児教育や保育に関し

て幼稚園も保育所も一本化して考えていく動き、観光面では広域観光の推進策として高

野町との連携など、県を越えた広域連携の動きもございます。条例の上では、総合計画

の審議会は、計画案を審議するという位置づけになっており、このままの枠組みにより

審議を継続していくことは出来ませんが、個別の政策、特に重点化して力を入れていき

たいとご説明させていただいた部分については、それぞれの担当で取り組みを加速して、
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今後ご協力の要請を担当課の方からお願いすることになるのでよろしくお願いいたし

ます。 
 
（会長） 

せっかく意見を集めてもどう実行していくかというのを、町まかせにしてしまっては、

できるものもできなくなります。うまくいっているまちづくりを見ていくと、３年くら

いで役所の人は人事異動で代わっていくが、民間の方が結構活躍していて、町の政策や

財政のことをよく知っている人がいる。吉野町でもそういう人が出てくると良いと思い

ます。せっかくですから、審議会委員の方も、今後、何らかの形で役場につながって、

役割を分担していっていただきたいと思う。できればその方に、役職というか公的な立

場を町から与えていただけたら、もっと力が出ると思うので、考えていただきたいと思

います。 
 
（委員） 
昨日参加した、津風呂湖開きの後、桜の植樹祭が行われた。東急不動産が年に８００

本ずつ１０年間にわたって植えて、合計８０００本の桜が植樹される。すでに津風呂湖

には２０００本の桜があるので、合計一万本になる。吉野山は３万本あるが、奥千本に

は数百本しかないので、東京の方が近年１３００本の桜を寄贈してくれた。吉野山は山

だけだが、津風呂湖には水辺があり、桜が咲いて、周りは全部杉や桧の美林だという景

観の良いところである。周囲の湖岸も車、自転車が一周できるようになるというので、

今後の吉野町の観光資源として期待できる。また、吉野町の地場産業である杉桧をリン

クさせて、観光客が木と遊ぶ、親しむことができるような施設を作って、幼いころから

吉野材の良さをＰＲできたらと思うのでご協力いただきたい。 
 
（委員） 
この答申案は、各委員から出た意見をうまくまとめた内容になっている。順番につい

て、「協働のまちづくり」の次に「定住の促進」を持ってきて、最後に「庁内外の推進

体制」と全体としては良いのではないかと思う。 
また、以前も申し上げたが、この計画を実のあるものにしていくのは町民の方の協力

なしには考えられないので、分かりやすい概要版を作って、町民に厳しい状況も希望も

共有していただく。そういう意味でのアイデンティティが、今後の地域を作りあげてい

くのだと思う。吉野町にはまだまだ元気の芽、アイデンティティの芽、活動の芽がたく

さんあり、希望があると思っている。ぜひ分かりやすいかたちで概要版を作って、委員

の方にはそれぞれの団体の方にもお話していただいたらと思う。町の方も事務局の企画

政策課だけでなく、全庁的に作っていると思うので、それぞれの担当課の方から各団体

に説明するというような役割分担をして、アイデンティティの確立に向けて努力してい

かれたい。 
 
（事務局） 

概要版については議会の承認を得られた後、広報よしのの４ページ分で、分かりやす

い概要を掲載する予定です。 
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（委員） 
先ほど会長から話があった、役場職員のような民間人も重要だが、民間人かと思うよ

うな役場職員も必要ではないかと思う。企画政策課にはこのような人が大事だと思う。

何かをしようと企画したときに、各課をまとめてコーディネイトしていくという意味で、

総合計画を実現していくために、企画部門の職員には、役所仕事ではなく民間のつもり

で頑張っていかれたい。企画に関することでは、この人は絶対にはずせないという人が

頑張っていかれたら、きっとこの計画も実施できるのではないかと思う。財政について、

今後大きな見直しや、震災などが起こって、今まで県などから出てきたお金がなくなる

ということもあるかもしれない。計画には随時見直しとあるので良いと思うが、危機管

理ということでは、先ほど話が出てきた疎開保険なども時期を見て、また補助金なども

活用できるものを活用して、それこそ営業をかけるくらいのつもりで、いち早く出て行

くような体制ににしたら良いのではないかと思う。 
 
（会長） 
他にご意見はありませんか。それではこの答申案をお認めいただいたということでよ

ろしゅうございますか。 
【一同了承】 
それではこの「案」の文字を削除して、正式な答申に修正してください。最後の案件

その他について、今回の議題からはずれても結構ですので、何かご意見はありますか。 
 
（委員） 
５回にわたって審議会を開催して、委員の方からそれぞれの立場から参考になる意見

が多かった。そのような中で震災が身近に起きて、地域自治という機能を十分発揮しな

いとこれからの町は守れないと改めて感じた。特に子どもたちへの防災教育として、地

域のおじいちゃんや、おばあちゃんの経験を通した話を身近なところでしていくことも

大事であると思う。以前は小学校も地域毎に一つずつあったが、町内で２つになり、こ

のままいくと１つになる可能性がある。地域自治で、どのような体制を整えていくかと

いうことが大事になってくる。今回の震災でも物資が地域に届かないということが起き

ていて、どこにどれだけの被災者がいるかが分からない状況がある。私は吉野町の中で

も龍門地域の西谷で住んでいるが、地元の区長がいて、それぞれ隣組があるがこれも高

齢化している。西谷だったら、ここにこれだけの人が避難していることを把握する連携

をとっていかないといけない。これは防災を一つの例にとったが、県でも景観条例など

では地域の景観を守って、観光客を呼び込むというかたちに変わってきている。地域で

人が呼び込めるような組織作りが必要だし、情報発信をしてそれぞれの地域に落として

いくことを積み重ねていくと、それで一つのまちができると感じた。それは、パブリッ

クコメントであったり、それぞれの参加意識が高まってきて、まちとしての発進力がつ

いてくるのではないかと思う。また定住にもつながっていくと思う。行政も民間人もそ

の能力アップという話もありましたが、役場は、民間人の情報調整、情報共有ができる

唯一の組織だと思う。それぞれ力をつけていくために、ばらばらでやっていくともった

いない。それらを繋げるのが役場という組織ではないかと思うので検討されたい。 
 
（会長） 
それではこれですべてお認めいただいたということで、審議会を閉会します。慎重審
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議ありがとうございました。 
以 上 


