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吉野町総合計画策定審議会政策３「安全安心・生活基盤」分科会概要議事要旨 

日時：平成 22 年 12 月 17 日(金)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  

 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  

 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  

 南  幸雄 吉野町老人クラブ連合会 会長  

 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。分科会の進行役は、昨日に続いて、三井田会長、お願

いします。 

(会長)・ あいさつ 

 

(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 
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   ・ 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)・ 質問等がなさそうなので、次に進めます。 

(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(安全安心な暮らしを支えるまちづくり、p28～p31)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)・ p29 の消防団の関係だが、若年世代の確保、日中火災等に対応可能な団員の確保という

文言があるが、現実問題として、町に残って消防団に入ってくれる人は減ってきている。

例えば、町内の企業等に対しての働きかけは考えているか。そうでないと、なかなか団員

を確保できにくいのではないか。 

(会長)・ 人口構成を見ても若い人が少ないようですね。 

(委員)・ どこまで対象・対策を拡げていくかも考えておいた方が良い。 

(事務局)・ 消防団改革の中で、団員数は減少しているが、団の統合等により機動力・組織力を強

化していくという目標を掲げております。ご意見をいただきました企業等に努める方の消

防団への働きかけについては、担当課に確認いたします。 

(委員)・ p28 のハザードマップだが、平成 21 年は土砂災害が多く起こった。被害規模の小さい災

害が多く復旧を諦めて放置されているところも多いように思う。 

     例えば、平成 21 年度の災害は、こんな場所で起こっていると言った事例をハザードマ

ップの追加版的な取り扱いで情報を提供することも考える必要があるのではないか。 

   ・ 吉野署と中吉野署の合併により吉野署がなくなるということを聞いているのだが、警察

は、「パトロールの回数でフォローする。」と言っているが、この移転に伴って、新たな

自衛手段として、警察力の不足というとおかしいかもしれないが、代わりに行政としてど

んな手段が考え、警察力の補完を考えているのか。 
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     例えば、独居老人も増加しているので、警察力を補完する上で、見回り隊の組織化など

も考えた方が良い。 

   ・ 出火率の目標は、“ゼロ”で良いか。 

   ・ 東南海地震の発生の可能性などを踏まえると、町の総合防災訓練は、“５年で１回”で

良いか。また、地震等による道路の寸断等で災害時に孤立しそうな地区を明示しなくても

良いか。 

(会長)・ 孤立する地区の明確化と、対策は大事だと思います。 

      その他、ご意見がないようでしたら、基本施策２の説明に入ります。 

(事務局)・ 基本施策２(生活基盤の充実した快適で住みよいまちづくり、p32～p36)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)・ p33 の上下水道だが、吉野山でも、下水道を作る計画があるが遅れている。下水道の普

及率が 35%で、水洗化率が 63%となっているが、なぜ水洗化率が 63%にしかならないのか。

せっかく作った下水道を利用していない人が多いということなのか。また、平成 27 年の

普及率の目標がなぜ、伸び率が 3％のみで 38%と低いのか。 

(事務局)・ 水洗化率とは、下水道が整備され、宅地の水洗化をして、下水道管に宅地からの排水

管をつなげている率のことで、接続するためには一時的に水洗化の費用が必要になります。

地域によっては、高齢者だけの世帯が多くなっており、次の世代が住む見込みのない世帯

で下水道への接続の気運が盛り上がりにくいこと、借地や借家で設置しにくいことが、水

洗化率が上がりにくい要因です。 

   ・ 普及率が低いのは、現状以上に下水道の整備に投資できる予算の確保が難しいことが一

点です。また、今後、整備する地区は、当初整備した地域よりも人口密度が低い地区にな

るので、整備効率が悪くなっていくことが予想されます。 

(委員)・ 吉野山は、丹治川と左曽川に排水を放流しているが、汚水を流している家屋も多い。大

きな旅館やホテルは、浄化槽をきちんと設置しているが、一般の住宅や小規模店舗などは

浄化槽の設置がまだ進んでいない。 

     下流に迷惑はかけられないので、対策を検討しなければならない。 

(事務局)・ 吉野山では、今までは公共下水道の計画があったが、計画から外れたので、浄化槽の

設置補助がつくようになりました。 

(会長)・ 吉野山のような地形だと、浄化槽設置は大変な工事になると思うが、どれくらい普及し

ていますか。 

(委員)・ 普及の程度は分かりませんが、非常に高額な負担となります。 

(委員)・ 浄化槽を設置するために、家の建て替えが必要になるところもある。 

   ・ p32 には、南海・東南海地震という言葉も入れて貰いたい。よりリアリティがでる。ま

た、河川敷は、リバーフィールドだけでなく、中荘等も含め、消防道以外にも、もっと利

用するべきだ。 
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   ・ 上下水道整備では、“環境に配慮して”といった言葉も必要だ。いかに環境に配慮する

下水処理計画を立てていくのかという視点が大切だ。 

   ・ p34 のスマイルバスは、広域的な取り組みということから、近隣町村との連絡の確保も

コメントするべきだ。 

   ・ p35 では、PFI 事業の視察に行ったが、公営住宅は低所得者に対応した住宅が基本だが、

入居希望者のニーズをどれだけ引き出して対応するかも大切だと思う。 

   ・ p36 には目標数値が入っていないが、耕作放棄地は数字がある。森林整備計画の作業道

整備状況も、目標値として活用できそうに思う。 

(委員) ・ p34 のスマイルバスは、地域公共交通協議会等で熱心に協議いただき運行いただいて

いるが、１便あたりの乗車率は 2.68 人と少ない状況だ。デマンド方式などの方法も採用

しながら努力はしているが、今後、平成 23 年度の実証実験が終わった後はどうなるのか。

事業の縮小や継続等、町としてどう考えていくのか。 

(事務局)・ 乗車率については、例えば通院では朝の病院に行く利用は多いが、帰りに乗る人は少

ないようです。 

   ・ 今後、国の方では、交通基本法を制定し、過疎地に対する公共交通に対する補助をする

方向にあるようです。それも含めながらですが、スマイルバスは、高校生を中心とした利

用拡大の方策と、デマンド化を進め、出来るだけ長く続けていくように考えています。 

(事務局)・ スマイルバスの利用者は、80%ぐらいが 65 歳以上の女性です。高齢化が進んで、その

年代の女性は増えていますが、最近の人は運転免許を多く所持されているので、バスに乗

らない、そのため利用率が落ちていく可能性が出てきているようです。 

(委員) ・ 利用率は、上がらないと予測しているのか。 

(事務局)・ 現実、今年の利用率も少し下がる見込みです。買い物難民や病院難民と言ったことも

問題視されるようになっており、町としては、スマイルバスは出来るだけ維持したいが、

効率化の問題もあるので、利用率が大きく下がる路線などの廃止はやむを得ないと考えて

います。 

(会長)・ 何台で運行しているのですか。 

(事務局)・ スクールバスとの混乗を行っておりますので、スクールバスが 7台、コミュニティバ

スが 6台、合計 13 台が運行しています。 

(委員)・ 町内を運行するスマイルバスは住みやすい地域とするために非常に重要で欠かせないも

のと考えるが、近隣町村とのネットワークも大切だ。 

     人口が減少している。若い人が住みにくい町になってきている。一番は、交通問題だ。

近隣地域、特に都市部との交通ネットワークの充実が必要だ。 

     例えば、中竜門からは、8～9 割が榛原駅を最寄り駅にしているが、ここから快速で 45

分、急行でも 50 分で大阪に行ける。上市駅からだと、特急でも 1 時間 20 分ほどかかるう

え、料金も高くなる。 
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     吉野町だけで出来るような課題ではないので、五條の東側も含めて、吉野全域でこのよ

うな交通ネットワークを進めるべきだ。町村合併の時も言ったが、篠山町では合併特例債

を使って電車をひいたようだ。 

   ・ 吉野町は、総合計画において最低でも現状の人口を維持するべきだ。もう少し、吉野の

ネームバリューを活用するべきだ。その案が、まだ出ていないように思う。 

   ・ 大きなことをしないと、吉野はつぶれる。１市３町８村が一つになって、電車に乗れば

１時間で大阪に行けるようにするべきだし、電車を引っ張るようなことも考えるべきだ。

吉野は一つというような大きなプロジェクトを考えないと、南和地域は浮かび上がること

はないのではないか。 

     榛原駅では、朝７時代に１０両編成の電車が来るが、大阪向きは座れない。人も沢山降

りる。上市駅では、数人しか降りない。 

   ・ 町内のスマイルバスも大切だが、外から人に来て貰うようにするべきだ。 

(会長)・ 吉野に来るのに、特急に乗っても、急行に乗っても、各駅停車でも、それぞれの電車を

追い越さない。大阪や奈良から 1.5 時間かかる。鉄道事業者が対応してくれるかどうか

は疑問だが、例えば、特急に乗れば１時間で来られると言ったメリットは欲しい。 

    ・ ただ、大きな話しになりすぎると、地に足がつかない議論になる面もあります。 

(委員)・ １年や２年で出来る話ではないが、大きな話を首長も交えてしていくべきだ。 

(委員)・ 細かい話も大事だが、どんな整備をしても人がいなければ、無駄な投資になる。 

     吉野からは大阪に通勤できる、吉野というブランドがある等も活用し、カメラマン、イ

ラストレーター、コピーライターなどを支援して、吉野のイメージづくりに費用を掛けて

人口減に歯止めをかけるきっかけとするべきだ。 

   ・ 間伐した木が山に放置されている。あの木を有効に使えないか。 

(委員)・ 木質バイオや、チップなどの使い方もある。集積して、量が集まれば産業になる。国の

方でも、団地化、集積化をするような、そういう方向を出し始めている。 

     しかし、吉野だけでは量が不足する。県レベルで進めるべきだと思う。 

(委員)・ 吉野材は良質だと言うが、今後、手入れが悪いと節だらけになる。ただ、見た目は悪く

ても強度が問題なければ、これは安いが使えるのではないか。土地も安いので、これらを

利用して、住宅を供給して、色々な世代がここで生活するようなニーズを取り込めるよう

にしたらどうか。広い敷地で、景色や空気がよく、家庭菜園も出来る、というような特徴

をしめしたら住んでくれないだろうか。 

(委員)・ 九州などでは、製材業者も少ないので、最終の家まで作って販売するような仕組みを作

っている。吉野で、最後の家まで一貫して作れるか、そこまで出来るかどうかが問題だと

思う。 

(委員)・ 若者が吉野を出ていく理由は、働く場所の問題が大きいようだ。橿原に出て大阪市内に

でて大阪に通うのと、吉野から通うのと、この 40～50 分の違いが大きいと感じている。
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木材の景気が良かった時は、大学を出ても山で働いた。住むところにはあまり困っていな

いように聞いている。 

   ・ 上市などでは借家が多い。借家事情というものも一度調査を行う必要があるかも知れな

い。老朽化した借家については、住人が出て行ったあと、とりあえず取り壊して駐車場に

するということもある。 

(委員) ・ 取り壊すにも金が掛かるので、駐車場にも出来ない。また、駐車場ばかりつくってもクル

マをとめる人もいない。 

(委員)・ 借家の持ち主と、町が共同で、PFI 方式などにより住宅供給を図るような発想も考えて

みてはどうか。 

(委員) ・ それは現実的には相当難しいだろう。 

(会長)・ 空き家を買って、町営住宅にするようなことも考えられます。 

(委員) ・ 空き家も、大阪で定年を迎えた人が、こちらに住んで農業をするようになっても、高

齢者が増えるだけだと思う。 

   ・ 森林組合が補助金を使って間伐を進めてはいるが、結局のところ、搬出する時に、吉野

のような急峻で人力でないと出せない山と、他地域の丘のような条件のよい山で機械化が

進んでいるところとでは、まったく状況が違う。間伐材の活用も、足場丸太がパイプに替

わって、間伐材の需要が少なくなった。木材へのニーズが変わってきているように思う。

国の林業振興の流れからすると非常に苦しい状況で、吉野においては、川の水を下から上

に流すような無理な話と感じる。 

(委員)・ 昨日も産業と観光の部分で話したが、集積化という国の流れについていかないと、吉野

の産業はつぶれてしまうだろう。吉野材を大きな目で見て吉野モデルを作っていくべきだ

と思う。これを観光とセットで推進するべきだ。吉野に足を運んでもらって、歴史文化も

理解してもらって、買ってもらう取り組みが必要。単価のみの競争はできない。それが今

回のテーマだと思うし、皆さんが議論してくれているように思う。 

(委員) ・ 榛原駅までバスを走らせてはどうか。 

(委員)・ 中荘や竜門地域などでは、榛原駅よりも桜井駅に出る人が多いと思う。 

(委員)・ 吉野北小学校から桜井駅までは、20 分あれば行ける。 

     東吉野では、国道が整備されて、桜井まで通えるようになることを期待していたが、出

来てみれば、向こうに住んで、用事がある時だけ村に帰ってくるような人が多くなり、人

口が減少したようだ。働く場が近いという理由が大きいといこと、また、町の魅力がない

といけないということだ。 

(会長)・ 例えば急ぐ時は大阪に１時間で行けるような交通手段があれば良い。近鉄に補助金を出

して、というような取り組みはないのか。 

(委員)・ 町は、近鉄に補助金を出していない。莫大な費用がかかるし、逆に終点を手前に持って

いくような、経営の効率化のような話もある。 
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(委員) ・ p35 の吉野材を活用した住宅建設の促進については、どのようなことを考えているの

か。もう少し、取り組みを具体的に書いた方がいい。書いただけで予算がないと出来ない

ということにもなりかねない。 

(会長)・ 健康ブームなので、例えば、工業試験場などに持ち込んで、「桧の床材なら、シックハ

ウス対策になる。」といったことを検証して、フローリング材として使えれば良い。そ

うすれば、間伐材が使えるようになる。 

    ・ 買い物難民という話があったが、吉野町では、インターネットを活用したスーパーを

使えないか。前日に申し込めば、翌日に配達してくれる仕組みだが、品物を見なくても

買えるものは一杯ある。競合する店があれば、その店が取り組めば良い。 

(事務局)・ 生協はあります。 

(委員)・ 公共交通の効率化の中で、どのあたりに視点をおいていくのか。スマイルバスのバス停

まで 40 分かかるような所もあるが運賃は 200 円、タクシーを呼べば駅まで 4,000 円かか

る。やはり公共交通は重要だ。 

(委員) ・ タクシーを待たせて置いて、小さな店で買い物をする人も多い。小さい店だと、待た

せる時間が少なくて済むようだ。 

(委員)・ 自分の店でもタクシーで買い物に来る人はいるが、公共交通が重要だ。デマンド化に期

待する。 

(委員)・ 婦人消防団は、どこで設置されているのか。 

(事務局)・ 防火クラブということで、千股と飯貝で設置されています。 

(委員)・ 昼間の消防団員が少ないということであれば、婦人消防団の結成も大切だ。地上式の消

火栓を密に配置すれば、婦人でも消火活動が出来るようになる。 

(委員)・ 職域消防団(例えば従業員 10 人以上で組織)等も必要だと思う。 

(委員)・ 自主防災組織はどんな活動をしているのか。 

   ・ スマイルバスに対する高校生の利用促進策とは、どんなことを考えているのか。 

   ・ 水道の消火栓が高圧になるので、いま配置されている筒先では女性や高齢者には危険な

ので、力を使わなくても安全に使用できる、無反動ノズルや噴霧ノズルなどの安全に使え

る機具を配置するべきだ。 

(委員)・ 消火栓は初期消火のために設置するが、使用すれば怪我をするのでは初期消火も出来な

い。 

(事務局)・ 高校生に対しては、通学時間等を上市駅で 100 名の学生さんを対象にアンケート調査

をし、もう少し遅い時間が必要という声が多かったので、現行よりも 1 時間遅い上市駅 7

時 30 分の便を増やす予定です。 

     利用促進ということでは、定期を買って貰うために、無料のお試し乗車券も配布してい

ます。 

(委員)・ 今日も子どもは午後２時半に帰ってくるが、親が働いている昼間にバスを走らせること
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により、利用促進に結びつく。 

   ・ 送迎するのは親なので、親にもアンケートをする必要がある。 

(事務局)・ 前回のアンケートでは、若干ですが、保護者親にもアンケートをお願いしました。 

     基本的には、6 時～8 時の時間帯の利用希望が多かったということでしたので、来年度

の実証運行では、この点を増やしたいと考えています。 

 

(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)・ まだご意見があれば、後日、事務局に伝えていただくことにします。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。 

(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。 

      また、事務局の方に、ご意見等を届けていただくことにします。それでは、今日はこ

れで終わります。 

以 上 


