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吉野町総合計画策定審議会・政策１「教育・福祉」分科会概要議事要旨 

日時：平成 22 年 12 月 16 日(木)10:00～ 

場所：吉野町中央公民館 第 2 研修室  

議事次第： 

   1.開会 

   2.会長挨拶 

   3.案件 

    (1)これまでの経過と今後のスケジュールについて 

    (2)施策の大綱(案)の見直しについて 

    (3)前期基本計画(案)について 

    (4)前期基本計画の重点プロジェクト(案)について 

    (5)前期基本計画期間における財政の見通しについて 

    (6)その他 

出席：                                 (敬称略、順不同) 

 氏名 役職等 備考 

委員 辻本 茂 吉野町議会議員  

 中井 章太 吉野町議会議員  

 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 吉野町製材工業協同組合 理事長 副会長 

 丸本 千彰 吉野町連合 PTA 副会長  

 和田 佳美 吉野町ボランティア連絡協議会 会長  

 寺田 豊 奈良県文化観光局 次長  

 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 会長・座長

 小崎 佳代 公募委員  

事務局 芳田 賢二 企画政策課 課長  

 上林 勝則 企画政策課 課長補佐  

 椿本 久志 企画政策課 主査  

 細川 雅康 財政課   主任  

概要： 

(事務局)・ 開会 

   ・ 今日の分科会は、第２回審議会での「政策毎に討議が必要。」とのご指摘を受けて開催

するものです。 

     出席委員は、資料１の通りです。分科会の進行役は、事務局より提案させていただいて

良いですか。 

(委員)・ 異議なし 

(事務局)・ 三井田会長が４つの分科会すべてに出席いただけることになっておりますので、三井
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田会長に座長をお願いしたいと考えます。 

(委員)・ 異議なし 

(事務局)・ それでは、三井田会長、お願いします。 

(会長)・ あいさつ 

   ・ 前回の審議会で、もう少し個別の討議が必要ということで今回の分科会を設けてもらっ

た。課題が沢山あって時間が不足しそうだが、この計画を内容の濃いものにしたいと思う

ので、熱い議論をお願いします。 

 

(1)これまでの経過と今後のスケジュールについて 

(会長)・ それでは、事務局の方から説明してください。 

(事務局)・ 資料２(今後の総合計画策定スケジュールについて/12 月 16 日現在)の説明 

   ・ 資料２は、第２回審議会終了後にお示しした計画策定に向けたスケジュールに、庁内で

の基本計画策定に係る経過を追加したものです。 

(会長)・ ありがとうございました。資料２について、ご質問などはありますか。 

 

(2)施策の大綱(案)の見直しについて 

(会長)・ 質問等がないようなので、次に進めます。 

(事務局)・ 資料３(施策の大綱案の見直し)の説明 

   ・ 資料３は、庁内で議論する中で、施策の大綱を修正した点です。 

(会長)・ ありがとうございました。資料３について、ご質問やご意見などはありますか。 

 

(3)前期基本計画(案)について 

(会長)・ 質問等がなさそうなので、次に進めます。ここからが、中身の議論になります。 

(事務局)・ 参考資料１(基本構想と基本計画の関係について)により、基本計画で定める役割など

について説明 

   ・ 基本計画とは別途に、資料５(前期基本計画の重点プロジェクト案)を作成し、施策の重

点を表現しております。 

   ・ 基本計画の記入方法の説明 

   ・ 基本施策１(未来を担う子供の育成、p2～p5)の説明 

(会長)・ ありがとうございました。基本施策１について、ご質問やご意見をお願いします。 

(委員)・ 幼保一元化は、吉野保育所と吉野幼稚園の改修により、一応の形は整っているようだが、

幼稚園は文部科学省、保育所は厚生労働省の所管のままだ。 

     吉野町だけの問題ではないが、無理に一つに押し込もうとしているようにも思える。取

り組みの現状を教えて貰いたい。 

   ・ 学童保育は、小学校４～６年生をなぜ対象にしないのか教えて欲しい。 
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   ・ p4 に英語教育の充実をあげているが、言葉と文字と文法を教えている。 

     子どもは、文字も文法も教えなくても、しゃべれるようになる。例えば、「吉野の小学

校を卒業すれば、英語がしゃべられるようになる。」というような特徴のある方針を打ち

出すべきではないか。 

(事務局)・ 幼保一元化の取り組みの現状ですが、幼稚園と保育所の共通保育は、年に６回程度実

施しています。この秋頃から、内閣府のワーキンググループにより、幼稚園と保育所の一

元化、こども園の創設にむけた条件整備や目標設定などの議論が加速しており、以前から

の経緯も含め、国の動向も注視しながら進めることを考えています。 

(委員)・ 町だけで取り組めることではないが、住民にとっては、国の所管は関係ない。 

(事務局)・ 国の方で、縦割りの弊害を、こども園という新しい施策で打開するような動きがある

ので、それに応じた対策を想定しています。 

(委員)・ 一時、別の動きもあったと思うが、そちらはどうなったのか。 

(事務局)・ これまで認定こども園への取り組みも検討してきたが、課題の多い状況でした。今後

は、先ほど申し上げたような内閣府の新たな方針も示されたところであり、その枠組みの

中で、現在の共通保育等を進めながら一元化に向けた検討を行います。 

(委員)・ 国や県に働きかけていくことも大切だ。 

(事務局)・ 学童保育については、一般的には３年生までを受け入れている形態が多いようです。

また、１～３年生の兄弟がいる世帯は４年生以上も受け入れるような運用もしているとこ

ろもあります。いずれにしても、現状の１年生のみのスタートから、まずは３年生にまで

広げていくという形で進めたいと考えています。 

(委員)・ ３年生の時と家庭の状況は変わらないのに、４年生になったら、学童保育を受け入れな

いのでは良くないように思う。 

   ・ 英語教育に関しては、私の考えを言っただけだ。 

(委員)・ 学童保育をやっと始めたが、７人しか利用していない。 

     保護者のニーズを適切に反映していないから、実利用が伴わない。 

     計画では、１箇所を２箇所にして学区ごとに設置するとのことなので、多少は利用が増

えるだろうが、親が働いていて送迎が出来ないし、子どもが歩いていける所で実施するべ

きで、試行とはいえ、今の１か所での学童保育の進め方はニーズに合致しているとはいえ

ない。 

   ・ 学童保育以外の施策にも通じることだが、国の基準などよりも、住民のニーズを考慮し

て実施して貰いたい。学童保育についても、１年間も試行をすることも無駄なので、学童

保育の方向性やあり方について、早期に保護者に情報提供し、住民意向を十分に反映して

貰いたい。 

(会長)・ 住民ニーズを把握して、施策に盛り込むことは大切です。その辺りは、基本計画に盛り

込めますか。 
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(事務局)・ 全体的な盛り込み方になるように思います。 

(会長)・ その検討はして貰いたい。 

(委員)・ 吉野学という着目は良い。子どもたちに、残って住み続けて貰うことが一番重要だと思

う。 

     そのためには、郷土に対して自信を持って貰うことが大切だ。自分たちの子供の時代に

は、吉野の森林は日本三大美林に数えられており誇りに思っていた。今は、日本三大人工

林に位置づけられているが、吉野町には、全国一のものも数多い。こういったことも吉野

学の対象となるのか。具体的には、どんなことを考えているか。 

   ・ 先日、中学校から依頼があって、中学校の生徒さん 60 人ほどの前で、吉野の木の話を

させていただいたが、吉野のことを興味深く聞いてくれた。自分たちの業界では、「木育」

と言っているが、そんなことも吉野学に含めて欲しい。 

(事務局)・ 吉野学については、具体的には次の社会教育のところで触れていますが、吉野を学ん

で自信を持って貰う、魅力を感じて貰うためのもので、町の内外を問わずすべての人たち

を対象としています。学校教育の中のふるさと教育も吉野学の一つと位置付け、木に関す

る話やＪｒ山灯りの取り組み、吉野の歴史文化などを学ぶことが定住や郷土愛の醸成につ

ながると思います。このようなことから、学校単位でも特色あるふるさと教育を、目標を

持って進めています。 

(委員)・ 先ほど、松本委員より「幼児に英語を教える。」と言う面白い話しもあったが、吉野人

には、英語より正しく美しい日本語と歴史を教えるべきだと思う。 

(会長)・ 吉野学は、誰が教えることを考えていますか。 

(事務局)・ 色んなことを吉野学に含めて普及する、吉野に関する全てのことを吉野学にしようと

しています。 

(事務局)・ 吉野学については、p6 の５でも少し書いていますが、歴史、文化だけでなく、産業な

ども含めて考えています。 

(委員)・ カンブリアでも、吉野で伝承されてきたお話しを子どもたちに伝えていきたいと思って

活動している。蔵王堂の蛙跳びの話しも人形劇にした。そうすると、高齢者の方たちから

も、何となく伝承は知っていたが、「改めて、理解できた。」というような評価も頂く。

吉野学では、難しい話は出来ないが、自分たちも関わっていけるように思うし、吉野学は

良いと思う。 

(会長)・ 時間の関係もあり、次に進めます。基本施策２を説明してください。 

(事務局)・ 基本施策２(学びあい生きがいの持てる地域社会の構築、p6～p9)の説明 

(会長)・ ありがとうございました。基本施策２について、ご質問やご意見をお願いします。 

(委員)・ 先日、吉野小学校の子どもがカヌーで近畿大会へ出場した。津風呂湖があって、カヌー

ができるというのも吉野の特徴であるが、中学校にはカヌー部がないので、続けていくこ

とができる環境づくりも必要ではないか。そういうきめの細かなチェックをして欲しい。
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また、そのようなことを、町ぐるみで応援するようなことも良い。 

(委員)・ 柔道も、スポーツクラブでは教えるが、中学校ではクラブがない。バレーボールなども、

川上や東吉野と一緒でないとチームが組めなくなってきている。ｊｒ世代の育成に取り組

んでも、次の段階で地域に受け皿がない。これも、人口流出の原因になっている。 

   ・ ウオーキングロードについては、昨年、国栖でウォークイベントを行ったがかなり人が

来てくれた。こうした機会も活かして、地場産業などの PR にも利用するべきだ。 

   ・ 先日、吉野宮滝野外学校を研修という形で利用した。１日だけの利用だったので、コミ

ュニティ活動を拡げるようなことであったが、非常に有意義だった。 

     地元の者が、地元を知らないで、外から人を集めることは難しい。まず、町民が十分に

地域を知ること、その上で町民が広報マンとなっていくべきだ。 

(委員)・ 中央公民館は水曜日が休館となっているが、社会教育課が１階に入っているので、管理

はできるのではないか。使いやすい公民館とするために、水曜日も開けた方が良い。 

(委員)・ 第３次総合計画を作ったときと、課題としてはあまり変わっていないように思った。 

     計画は、いかに進めるかが重要だ。行政だけで進められるものでもない。いま言われて

いる情報発信が必要と思った。 

   ・ 子どもの関係についても、アンケートをとっているか。今の施設が十分に活かされてい

るかどうかも吟味して欲しい。 

(委員)・ 社会教育、社会体育、世界遺産歴史文化と施策を整理いただいたのは良かった。特に吉

野は、スポーツクラブを県のリーディングケースとして進めていただいた。文化面でも優

れている。これらを伸ばしていくことは、良いことだと思う。 

   ・ 指標の目標値が右肩上がりになっているが、現実には人口が減少しているのだから、人

数でなく、利用率で表現した方が良いところもあるように思う。 

(会長)・ 吉野学検定は面白い。奈良でも案内ボランティアを増やそうということからスタートし

て、JC を中心にやっている。京都学検定は、毎年、何万人も受けている。問題は、一般

向けには、難しい問題となっているようだ。 

    ・ 吉野学検定は、「検討します。」ではなく、「実施します。」で良いように思う。実

施すれば、吉野学が出来るのではないか。 

      奈良大学で、奈良学の通信教育をやっているが、人気が高い。1,000 人ぐらいの受講

生がいて、ハードな課題が出され、提出したレポートの添削などもしており、年２回の

スクーリングには数百人が来るようだ。この人たちが宿泊や観光もする。 

      こんな効果も期待できるので、吉野学も色んな先生の協力を受けてやっていくべきだ

と思う。検定の実施を前向きに考えていただきたい。 

(委員)・ ボランティアガイドも評判が良い。ただ、ガイドは、大淀や下市の住民が多く、吉野町

民は少ないと聞いている。この仕組みは、どのようになっているか。 

(事務局)・ 世界遺産登録の時に国内外からの観光客の受け入れを充実するために、役場主導で立
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ち上げました。町の観光協会の支援も受けて、町の観光商工課が事務局を引き受けて、20

人ほどで活動しています。ボランティアガイドのメンバーの充実を図り、自主運営ができ

るよう、組織の基盤を強化するようお願いしているところです。 

(委員)・ 3 年ほど前に、同窓会でボランティアガイドをお願いして、非常に良かった。お礼も受

けとらないので、さらに感心した。町で、実績は掴んでいるのか。 

(事務局)・ 観光商工課で把握しています。調べます。 

(会長)・ どこが申し込みの窓口になっているのですか。 

(事務局)・ 役場観光商工課です。 

(委員)・ 吉野学検定は、観光にも役立つし、検討しますではなく、具体的に目標年次を入れて進

めるべきではないか。色んな団体の連携を図って推進すれば良いと思う。 

(会長)・ 先ほどの、語り継がれてきた物語なども、吉野学に入れれば良いと思います。 

    ・ この基本施策について、他にご意見がないようなら、次に進めてください。 

(事務局)・ 基本施策３(生き生きと暮らせる健康のまちづくり、p10～p12)の説明 

(会長)・ ありがとうございました。基本施策３について、ご質問やご意見をお願いします。 

(委員)・ 医療関係は、救急業務の観点からみても、天理・奈良方面まで搬送しなければならない

ということは心苦しく、切実な問題だ。南和医療圏の３病院の問題は、早急に進めて貰い

たい。 

   ・ 医療問題では、吉野には、大阪ドクターヘリが飛んでくる。防災ヘリも含めてだが、こ

のヘリポートが必要だ。現状では、千股区管理のヘリポートを利用したりしているが、専

用のヘリポートがない。吉野病院の充実を図ることは重要だが、それが難しいのであれば、

ヘリによって医師に来てもらうこともできるので、ヘリポートの確保なども実施していく

べきだ。 

(委員)・ 南和医療の見直しでは、１つの拠点と２つのサテライトに機能分担するようなことも検

討しているが、地域内でも温度差がある。この問題は、早くて５年、時間が掛かれば７～

10 年ぐらいで体制が確立すると思うが、その間の体制の維持も重要だ。その点も、十分に

考えておくべきだ。 

(会長)・ 吉野病院は、医師が少ないのですか。 

(委員)・ 整形外科の医師が 3 人いたが、現在は１人になった。高齢者は、整形外科のついでに内

科に掛かるような傾向もあり、経営がさらに厳しくなっている。 

(会長)・ 通院のサポートはどうなっていますか。 

(事務局)・ 介護保険制度の中でのサポートとともに、コミュニティバスが、吉野病院へネットワ

ークしています。 

(委員)・ 吉野病院のあり方委員会の検討経緯がホームページに載っているが、本当にどうなって

いくのかが見えてこない。 

     例えば、現在の全ての診療科が要るかどうかなど、逆に減らせばどうか等、踏み込んだ
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議論が必要だ。 

     住民は、吉野病院がなくなると困る。突っ込んだ議論をして欲しい。 

(会長)・ 身近に医師がいると、安心ですね。 

(委員)・ 医療関係では、広域圏での話も出来るが、いざ協力内容と言ったことになると、生活圏

の違いもあり、なかなかうまく行かない。 

(会長)・ 次に進めます。基本施策４を説明してください。 

(事務局)・ 基本施策４(みんなで支え合う福祉のまちづくり、p13～p16)の説明 

(会長)・ ありがとうございました。基本施策４について、ご質問やご意見をお願いします。 

(委員)・ p15 のサロンだが、ボランティアグループにより各地でサロンを開催しているが、リー

ダの関係もあり、開催できないところは仕方がないが、協働のまちづくり事業により、同

じようなことをやっているのに、一方は補助があって、我々ボランティアグループは必要

経費のみで、補助がないようなことになっており、非常にやりにくい状況にある。 

(委員)・ 健康づくりや福祉のまちづくりでは、セーフティネットも重要だと思う。この基本施策

の中で、健康づくりとセーフティネットである福祉の２つに整理しているのは良いと思う。 

   ・ 福祉分野には障害者福祉の充実という施策があるが、生きがい・健康づくりの中では、

障害者は対象となっていない。障害者の数は少ないが、生きがい・健康づくりは同様に必

要だ。例えば、「高齢者・障害者」、「高齢者等」という表現でも良いように思う。 

(委員)・ 一人暮らしの高齢者の緊急通報装置は、NTT の電話でないとつながらない仕様になって

いるようだが、こまどりケーブルに移行して、既設の装置が全て使えなくなったように聞

いている。 

(委員)・ 現在、古い機種を新しい機種に替えるように進めている。 

     こまどりケーブルに移行したとき、緊急通報装置の関係の説明が徹底していなかった面

もあり、現在のようなことが起こったようだ。再度、電話回線の変更や機器の設置など、

説明を徹底するようにしている。 

   ・ 基本施策４では、民生児童委員の役割も大きい。しかし、委員の改選で約 1/3 以上が変

わるのが現状だ。 

     一方で、民生児童委員は、仕事も、守秘義務も多くなり、なり手がいなくなってきてい

る。長い経験の中で指導が出来るようになるので、長く続けて貰うことも大切だし、新任

の委員の教育、情報提供も必要だ。民生委員一人ひとりが力をつけることによって、地域

の高齢者も安全安心に暮らせるという思いを持っているので、基本施策の文言一つ一つを

みると、我々は大変大事な仕事を預かっていると思う。各地域の委員が長く続けていただ

けるように改めて思う。 

(委員)・ 12 月議会で、来年度の機構改革案が通っているので、担当課の変更をした方が良い。 

(事務局)・ 細かな分掌規程もあるので、次の審議会で修正・報告することにしてください。 

(事務局)・ 基本施策２でお尋ねのありました、昨年度のボランティアガイドの利用は120件、3,341
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人が利用されています。ガイドは、現在、20 人が活動されています。その内、町内の方は

11 名です。 

(委員)・ ボランティアガイドの育成なども進めるべきだ。吉野検定の中で育成するのもよいので

はないか。 

 

(4)前期基本計画の重点プロジェクト(案)について 

(5)前期基本計画期間における財政の見通しについて 

(会長)・ 時間の関係で、次に進めます。重点プロジェクト(案)と財政の見通しを一括して説明し

てください。その上で、全体を通じて、ご意見を頂くことにします。 

(事務局)・ 資料５(前期基本計画の重点プロジェクト案)を説明 

   ・ 重点プロジェクトは、町長の意向でもありますが、縦割り行政をつなぐ横糸のような位

置づけで整理しており、各施策は、ここに重点を置いて進めようとしています。個別の施

策については、基本計画の通りですが、特に連携を強化して施策を進める視点を明らかに

しています。 

   ・ 財政の見通しについては、基本計画が財政面から実行可能かどうかのチェックの意味も

含めてまとめています。 

(事務局)・ 資料６(財政の見通し)について説明 

   ・ 今回お示しした基本計画は、財政面から実行可能と考えています。また、更なる収支改

善に向けての取り組みのため、Ⅰ.吉野町第２次行財政改革大綱(行財政改革プログラム)

による改善、Ⅱ.持続可能な財政基盤の確立のための方針(財政規律)による改善、Ⅲ.予算

編成の基本方針の確立による改善を推進しようとしています。 

(会長)・ ありがとうございました。全体を通じてでも良いので、ご質問やご意見をお願いします。 

(委員)・ 財政の支出見込みは、p8 のシーリングをかけずに計算しているのか。 

(事務局)・ 目標数値として出しているので、素案として一律にシーリングをかけていますが、中

身は再精査を掛けていく予定です。 

(会長)・ 今日で全ての議論が終わるわけではありません。今日、言い残したことなどがあれば、

近い内に事務局の方に伝えていただくようにするのは可能ですか。 

(事務局)・ 先に意見を頂く方が助かりますが、次回の審議会でもまだ意見を頂ける機会はありま

す。 

(委員)・ １月は、いつ頃の開催になるのか。 

(事務局)・ 多分、下旬になると思います。出来るだけ早いうちにご案内させていただきます。 

(会長)・ それでは、政策１の分科会は、これで終わります。ありがとうございました。 

以 上 


