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吉野町総合計画策定審議会政策２「自然・環境・産業」分科会 概要議事要旨 

日時：平成 22 年 12 月 16 日(木)13:00～ 

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  

 上垣 公俊 吉野町製箸工業協同組合 理事長  

 木本 旭 吉野町区長連合会 副会長  

 坂本 隆平 吉野町製材工業協同組合 理事長 副会長 

 坂本 良平 吉野中央森林組合 専務  

 藤裏 勲 吉野町農業委員会 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

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だ。」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。 

   ・ 座長は、午前中に引き続いて、三井田会長にお願いします。 

(会長)・ あいさつ 
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(1)これまでの経過と今後のスケジュールについて 

(会長)・ 早速始めます。案件について、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、事前送付しましたが、最終版です。 

(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)・ 質問等がなさそうなので、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)・ 質問等がないようなので、続いて、基本計画の中身の説明に入ります。 

(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(豊かな自然と恵まれた環境の保全、p18～p21)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)・ p18 で、吉野町は、川上村、東吉野村ほどではないものの、水源地の役割も果たしてい

るので、その点も触れたらどうか。 

   ・ p20 と p33 は、重複が多いので、どちらにウェイトを置くのか検討もするべきだ。 

   ・ 現実的には、条例の関係、例えば、自然環境の保護で言えば環境条例の見直しや公害防

止条例なども必要になりそうな気もするのだが、総合計画ということなので、全体として

条例をどんな位置付けとするのか。条例等その辺りの記述も検討するべきだ。 

   ・ p20 では、産業廃棄物の最終処分地に対する公害対策の問題も触れるべきだと思った。 

(会長)・ 条例の見直しについての記述は、どう言ったことになりそうですか。 

(事務局)・ 施策推進の中では必要だが、総合計画に記述するというよりも、施策を進める中で、

必要になるものについては、その都度、改正や新たな制定するなど考えていかなければな

らないと考えています。議会の方で審議いただくことを想定しています。 

(委員)・ 例えば、街並み条例などは確実に必要になる。どこかで記述しておくべきではないか。 

(事務局)・ 条例を作ることが目的ではないので、目標達成のために必要に応じて条例の改定も進

めるべきだと考えます。 
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(会長)・ 全てに関わる問題であり、今後の進め方等の項で触れれば良いと思います。 

    ・ 他にご意見はありませんか。 

(委員)・ p18 の関係だが、本年度、国の方で森林再生プランが示され、環境保全林と木材生産林

の２つのゾーニングがなされているが、その区域もある程度関係してくるので触れるべ

きだ。 

    ・ p18 の５の自然環境学習には、森林での環境教育が一つのテーマになると考えられる

ので、10 年前から取り組んできた山灯り展などもここに含めるべきだ。幅広い取り組み

をすれば、より大きな事業になる。 

(会長)・ 今、発言されたゾーニングは、完了しているのですか。 

(委員)・ 平成 22 年度作業で、策定中です。 

    ・ 吉野町では、人工林が 85%で、天然林が 15%になっており、人工林の割合が大きい。

人工林は、全国で 40％、奈良県で 60％、川上村で 95％。これと産業が大きくリンクし

ている。 

      循環型産業と環境は大きく関連してくるので、それに対応して大きな捉え方が必要だ。 

(会長)・ その他、ご意見がありましたらお願いします。 

(委員)・ p18 と p20 の施策が、やや重複しているようにも思う。この２つを分けた理由を聞かせ

て欲しい。 

(事務局)・ p18 は自然環境の保護をイメージしており、p20 は生活・人的な関係を主体として区

別しましたが、確かに近いので、一体化することも想定されます。 

(委員)・ 吉野は、自然環境が豊かなので、これを特出ししても良いようには思う。 

(会長)・ 次に進めます。基本施策２を説明してください。基本施策１は、また後でご意見を頂い

ても良いことにします。 

(事務局)・ 基本施策２(吉野の魅力を活かした産業の振興、p22～p24)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)・ 木のまちプロジェクトが重点プロジェクトにも入っているが、吉野モデルは、もう少し

具体的に書くべきだ。例えば、国は、公共施設の木造義務づけが出来るような法案も作っ

たことから、町としても町内の施設について、そうしたことも盛り込むべきだし、住宅材

への活用促進方策なども、もう少し具体的にするべきだ。 

(委員)・ 同意見だが、吉野では、国の進める新生産システムは、うまく行かない。基本施策の名

称にあるように、「吉野の魅力を活かした」産業を踏み外してはいけない。墓穴をほっ

てしまう。町としての産業振興と、業界が考える山に資金をフィードバックさせるとい

うこと、100 年、200 年計画の山づくりが絶えてしまう。今流行りの、全国各地と同様

の仕組みの導入ではなく、業界とも調整をして吉野方式の創出を強く希望する。 

(会長)・ 木のまちプロジェクトを、もう少し説明してください。 

(事務局)・ 担当課ともう少し詳細について調整いたしますが、政策別の検討部会や庁内会議でも
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議論したところですが、国のシステムそのものを取り入れるということは想定してはいな

いのですが、吉野の従来からのやり方を踏襲するだけで、国の動きに近づいていかなけれ

ば、吉野は置いて行かれると思っています。 

   ・ 具体的には、これから検討をするので全ては書ききれないが、「吉野流を踏み外さない

集約のシステムなどを検討して、活路を見つけだしたい。」と言うところまでは書きたい

と思います。いずれにしても、これから関係の皆さんとの意見集約や協議等を行う段階で

すので、具体的な取り組みを書けないところはご理解いただきたいところです。 

(委員)・ 業界としては、こういう視点で検討していただくことは有り難い。よろしくお願いしま

す。 

(委員)・ p22～p23 で、吉野材の振興が林業と商工業の両方に記述されているが、一体的な書き方

があるように思う。農業も同様だと思う。 

(委員)・ p22 の新規作物の導入事業者とは、どういう規定をしているのか。青ネギを栽培されて

いる人もいるし、過去には椎茸やワラビなどもあった。例えば、津風呂湖では、桜鮎を始

めている。これらも含めた新しい作物なのか。林業ではどうなのか。範囲を明確にするべ

きだ。 

   ・ p23 は、既に取り組んでいる施策が大部分とも感じる。 

   ・ 財政目標にも連動するが、財政規模に対して産業林業の販売額をどうしていくかなど、

産業の目標指標も明らかにする必要がある。林業の総売り上げとか、製材製品の売り上げ

でもよいが、目標が必要でないか。財政課とも相談をして検討して欲しい。 

   ・ 林業の振興の観点から、吉野中学校の建て替えは、予算の関係上、鉄筋コンクリート造

になったが、内装には木材も出来るだけ使った。 

     災害対策本部となる役場の建物が、一番危険だ。財政的には苦しいが、木材 100%で役場

の建て替えをするような大きな目標も打ち出すべきだ。経済効果もストレートにでるので

はないか。 

(委員)・ 最近、若い人を中心に、“和の文化”が衰退している。冠婚葬祭も自宅でしなくなり、

田の字型の和室もなくなり、和室も好まれなくなった。“一番その影響を受けているのが

吉野材であり、真壁工法が避けられ、木”の見えない住宅が建てられている。 

     先日、山灯り展で指導いただいた千田先生は、家具、テーブル、椅子など、吉野材を家

の装飾に使うような提案をしていた。 

     こうしたことも新しい産業への転換に対して支援も必要だと思う。 

(委員)・ 全国的に見れば、行政が直接的に事業は出来ないので、森林組合、商工会、農協等が事

業を進めて成功している例もある。 

     見える木材を使用することは少なくなったが、加工することによって木材の需要が拡大

する。例えば、森林組合が窓口になって販売していくような方向に対しても、行政が支援

するようなことも考えて貰いたい。家を建てる際に、吉野材を使った場合に、いくらかの
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助成を行うのも効果があるのではないか。 

(会長)・ 自分の家も、２年前に床や柱などに 100%吉野材を使って、建て替えた。県の認証材の制

度はあるが、これを扱っている事業所は少なかった。 

    ・ この頃の家は、床暖房を入れる。メーカーは、「ムクの木を使わないで、○○のフロ

ーリングを使うように。」と勧める。そうすると、床材は、合板材しか使わなくなる。 

    ・ ムクでも、乾燥させて含水率を少なくすれば、狂いは生じない。その性能をきちんと

試験結果等で証明しないと、現代の消費者は買わない。 

    ・ 床材の需要は大きい。節があっても構わないし、間伐材でも良い。健康に良い、トレ

ーサビリティなどを保証することが大切だ。どこまでを民間がやって、どこまでを役所

がやるかの分担は難しいが、保証の部分は役所が中心となってやれれば良いのではない

か。 

(委員)・ 吉野町産材の証明をする仕組みは、業界から 10 年位前にも言い出したことがある。そ

の時は、保証の方法が難しいこと、他地域の材が入ってきており、その仕分けが明確で

ないなどの理由で実現しなかった。そのようなことも議論を重ね進めて欲しい。 

(委員)・ 奈良県でも、森林組合で産地認証、原木市場・製材所などの証明書出来るようになって

いるが、業界が細分化しているので、完全な導入が難しいように思う。 

    ・ 吉野材は有名だが、近年は材の優良さよりも、製品の優良さが求められる。そのため、

もう一度立ち返って、床暖房をしなくても暖かいなど、材の優良さを実証していくべき

だ。これは、業界がやっていかないといけないことだが、一体となって進めるべきだと

思う。 

(会長)・ 床暖房をしなければ、桧は少し冷たいが、杉の木は暖かい。 

(委員)・ 行政から個々の事業者等への支援は難しいので、森林組合等を通じた助成措置を考える

べきだ。 

(会長)・ 今の若い人たちは本物志向が強いので、情報を正確に伝えられれば、「プリントした合

板は要らない、本物の木の方が良い。」と言うように思う。 

(委員)・ 今は柱などを使わなくなってきている。フローリングや壁への使用などの展開も必要だ。

その促進のためには、行政の支援が必要だ。 

(委員)・ トレーサビリティを証明できる仕組みが不可欠だと思うが、それは可能なのか。 

(委員)・ 誰がコントロールをするかだが、その役割を、行政に求めたい。 

(会長)・ 町が保証するのが良いように思う。 

(委員)・ 業界団体では、信頼性の確保が難しい。 

(事務局)・ 行政として町が何をするべきかの議論は急ぐべきだと思うが、県の認証制度がある中

で町の役割が見えにくい、住宅建築に対する過剰な助成は出来ないように思います。 

     成功している事例はあるようだが、吉野町では、関係団体の皆さんと一緒に考えるとこ

ろから始める段階だと考えています。 
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(委員)・ 県の認証制度は、手続きに費用が掛かりすぎて使えないようだ。 

(委員)・ 認証には、品質認証と、産地認証がある。 

(委員)・今言われている奈良県認証材は品質認証だ。 

(委員)・ 吉野では、節ものがでてくると問題となる品質認証よりも、産地認証を進めるべきだ。

と考えたその次に、歴史を紐解くと、樽や桶の製造に使われた経緯がでてきて、結局、品

質重視に戻っていく。 

     そういう製造業者はまだいるので、企業誘致の促進テーマなどとしていくことも考えら

れる。 

   ・ また、人材を養成することも大切だ。 

(委員)・ 助成があれば、吉野材は使ってもらえる。 

(委員)・ そこまでたどり着いていない面もある。 

(委員)・ 良い材を作っても、使う人に良さを伝えないと、価値が出てこない。 

(委員)・ そういう裾野を広げていくことが、ポイントだ。 

(委員)・ 国産材の時代と言われてきており、今後木材需要が増える見込みもある。ただし、そこ

で飯が食えるかどうかだ。見せる化粧材の件も何十年も前から言われているが、結局、教

育が問題となる。感性豊かな人を育て、そこに訴えないと効果がない。ものすごく長期で、

奥深い対策が必要になる。 

(委員)・ 助成の話が出たが、リフォーム減税や住宅ローンの金利助成などは、検討の余地がある。

例えば、金利負担分として１億円があれば、100 億円の事業を導入できる。町内での金利

助成だけなら、そんなに大きな額にはならない。 

     ただ、そこまでの話を総合計画に入れるかどうかは、検討の余地がある。 

(事務局)・ 現状は、次に説明する重点プロジェクトにも記述はしていますが、木の町プロジェク

トでの検討事項に一部入っておりますが、具体的には記載していません。 

(会長)・ 今回で審議が終了ではないので、次に進めます。基本施策３を説明してください。 

(事務局)・ 基本施策３(地域資源を活かした観光・交流の促進、p25～p27)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)・ 空き家バンクの登録を募集しているが、住んでいる家にまで、募集案内が来るようだ。

個人情報の問題もあろうが、募集は、転出された世帯を中心にするべきだ。 

(事務局)・ 空き家バンクへの登録募集は、近隣の人や区長さんにお願いをして、空き家の持ち主

が帰ってきたときに制度を紹介していただくようお願いしているところです。また、それ

とは別に、町外在住の固定資産税の納付者に納付書を送付する際に空き家バンク制度の案

内をさせていただいております。 

     しかし、応募があっても、長い間放置されていて、改修というよりも建て替えた方が良

い家の登録が多い現状です。 

(委員)・ 取り組んでいる以上は、「実施しているが、１件も成約していない。」では良くない。 
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(会長)・ 県の地域デザイン推進課が、町屋バンクのネットワーク化を進めている。空き家が対象

になるのかどうかは分からないが、こことの連携を考えても良さそうだ。 

(委員)・ 鳥取県の智頭町では、疎開保険制度を創設している。年間１万円の保険金で、大きな地

震に被災した場合の受け入れを保証している。被災を受けなければ、地域の特産品を送る

ようなことを実施している。 

(会長)・ 他に何かありますか。 

(委員)・ 東京の虎ノ門の話だが、今年度分の補正予算が通り、来年はもう少し予算を確保するよ

うだが、人間を置くと費用が掛かるのは分かるが、品物やパンフレットを置くだけで、効

果が期待できるのか疑問がある。しっかり工夫をして、費用対効果を出して欲しい。 

(委員)・ 観光に関してだが、県内では、奈良、明日香、吉野だけが、名前そのものがブランド化

している。桜以外の地域の魅力も PR して、首都圏からの誘致を積極的に行っていただく

のはよいと思う。 

     もう一点、中国や韓国への PR が必要ではないか。世界遺産、歴史、桜、温泉、紅葉な

どの情報も提供すると、興味を示す。中国や韓国からの観光誘致活動に招いた人たちを吉

野山に泊めたが、評判が良かった。今後は、海外からの観光客の誘致も意識する必要があ

る。 

(委員)・ おもてなしのことを書いているが、ボランティアガイドの学習の場も大切だ。 

     基本的なことを学習する場を、町が提供することなども考えて欲しい。 

     また、「おもてなし・・・と言っているが、店先にベンチ一つも置いていない。」と言

った指摘もある。「こんなことが、おもてなしだ。」と言った研修会も必要だし、商工会

や各組合など実施主体は色々あると思うが、町も主体的に取り組んでほしい。そうしたこ

とも記述して欲しい。町民の皆さんもおもてなしの心を学ぶ機会をつくるべきだ。 

(委員)・ ボランティアガイドは良いことだけど、どのように学習の場を提供しているのか。 

(事務局)・ 設立当初は、役場で研修会や情報交換の場をしています。活動が軌道に乗った後は、

自主的にメンバー相互の研修をしています。その他、歴史資料館での勉強会なども行って

います。 

(委員)・ ガイドを 50 人に増やす対策は、どのように考えているか。 

(事務局)・ お誘いする方法が基本ですが、吉野学の充実や講座の開催などを通じて増員を図るこ

とも可能かと思います。 

(委員)・ p25 の観光の話だが、龍門岳の活性化については、頂上付近の見通しが悪いところの公

園化、桜の植栽などの施策はないのか。私有地であり難しい問題ではあると思うが、あの

ままではもったいないという気持ちが強い。 
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(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)・ 他にご意見がなければ、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)・ ここからは、午前中の説明と同じになります。一度聞いていただいた方に、同じ説明

を聞いていただくのは恐縮なので、しばらくの間、退席していただいてもかまいません。 

   ・ 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、各施策のここに重点を置いて施策を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)・ 平成７年の歳入歳出が大きい理由は何ですか。 

(事務局)・ ケーブルテレビ、三茶屋、上市の駅前整備が入っています。病院の整備は、p4 の地方

債の所であげています。 

(委員)・ 重点プロの子育て支援の関連だけど、以前、婚活支援をやっていたが、あれはどうなっ

たのか。 

(事務局)・ 昨年の 12 月に実施しました。カップルは誕生したようですが、その後の情報は入っ

ていません。実際のところ申しますと、町内からご参加いただいた方がほとんどいなかっ

たのが実情です。 

(委員)・ 宮崎県で、出生率 2.88 の村がある。西米良村(にしめらそん)と言い、婚活支援をもの

すごくやっている。温泉を掘って雇用の場を確保したり、独身アパートを建てたりして

いる。人口を増やそうとすると、産業と住宅の施策が必要になる。今回の計画では、ま

だ、その部分で少し弱いように思う。 

(委員)・ 出生率が 2.88 ということは、子どもが出来てからの施策も充実しているように思う。 

(委員)・ 中学生までの医療費は無料。保育所も２人目からは半額・・・と言ったことをしている

ようだ。 

(事務局)・ 医療費助成の拡大については、本町も取り組む予定です。 
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(委員)・ 子どもの医療費は、大きな額にならないので、比較的あちこちで導入されているようだ。 

(委員)・ 滞在型観光という言葉が多く使われているが、特に何か計画があるのか。 

(事務局)・ 重点プロジェクトの p5 に、広域観光圏の記述をしています。現状の吉野の桜は、大

型観光バスで来て、すぐに帰っていく通過型観光と呼ばれる形態が多い状況です。体験な

どの様々なメニューを増やしたり、天川村や野迫川村、高野山など世界遺産の関連地域と

の連携により、滞在型観光を推進したいと考えています。 

(委員)・ 吉野の観光は、吉野山が主体だが、温泉を掘って、各宿泊施設に温泉をひき、桜の下か

ら湯煙が上がるようにすれば、観光客も増えると思う。 

(会長)・ 時間が大分超過しており、ご意見がないようなら、今日は、このあたりで終わりたいが

どうですか。 

(会長)・ 他に、ご意見はありませんか。それでは、今日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 


