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吉野町総合計画策定審議会・政策４「協働・行財政運営」分科会概要議事要旨 

日時：平成 22 年 12 月 17 日(金)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  

 岩城 輔教 吉野町社会福祉協議会 副会長  

 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  

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、午前中に引き続き、三井田会長、

お願いします。 

(会長)・ あいさつ 

   ・ 案件(1)、(2)、(4)、(5)については、出席の皆さん全員に、今までの会議で説明し、ご

意見等も頂いていますので、省略します。 

 

(3)前期基本計画(案)について 

(会長)・ 基本施策１について、説明してください。 

(事務局)・ 基本施策１(住民参加と協働のまちづくりの推進、p38～p40)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。 
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(委員)・ p38 の交付金を活用している団体のみでなく、吉野町で住民活動をしている町全体の団

体数は把握しているのか。 

(事務局)・ 各担当課が関わっている団体は概ね把握できますが、ボランティア団体の中から派生

したグループなどもありますので、すべてが把握できているわけではありません。 

(委員)・ 自分たちも地域で活動をしているが、町内で活動している様々な団体がこの制度を活用

するための情報の周知を図って貰いたい。 

   ・ 目標値の 20 団体はどのように達成する予定なのか。 

(事務局)・ 交付金を使って立ち上げた団体、交付金の交付を受けた事業を継続して続けていただ

いている団体を対象にしていますが、５年後にはこれらの団体が 20 団体程度になってい

ただいて、研修会や意見交換などを通じてネットワーク化を図っていく、つながっていく

ことを想定しています。広報につきましては、本年 1回目ということで、至らないところ

もあったかと思いますが、今後継続していく上で、十分に広報を行います。 

     この事業は、町の単独事業ですが、来年度以降、規模を大きくしながら継続することを

想定しています。 

(委員)・ 国土交通省補助制度もあるが、これらは活用しないのか。 

   ・ 殿川にノラという NPO 団体があるが、この団体は交付金の対象になるのか。 

(事務局)・ NPO なども含めて、新たに立ち上げる事業を対象にしています。ただし、収益性が見

込まれる事業やその他の団体等からの補助を受ける事業は対象にしていません。 

   ・ 国土交通省の補助制度は、まちづくりや景観などに特化している活動への助成を対象に

しているが、町が実施している現在の交付金制度は、ソフトな活動も含めて広い意味での

まちづくり全般を対象としています。 

(事務局)・ 現在、助成している団体は、隣組的な活動から、炭焼きまで、内容も規模も様々です。 

(委員)・ 地域主権改革が進む中では、協働のまちづくりは、必須アイテムだが、ボランティアも

有償と無償があるので、整理が必要だ。 

     以前本町で、独居老人への訪問は、教育委員会と健康福祉課が管轄する団体があって活

動内容も似ており、両方に参加している人も多い状況で、教育委員会のバスを利用する際

に、教育委員会の管轄する活動ではバスに乗れて、健康福祉課の活動ではバスに乗れない

ようなことが起こったことがある。同じことをやっているのに、担当課が違うだけで、支

援の仕組みが違うようなことは良くない。 

   ・ 曼陀羅まちづくり会議の時に、青年の家を借りてまちづくりセンターに活用する計画が

あったが、まちづくり活動を活発化するためには、初動的に行政が支援するような仕組み

が必要かも知れない。 

(委員)・ 社協の活動では、8 団体のボランティアが活動しているが、若い人が入ってくれないこ

とが一番の問題で、なかなか継続が難しいことも問題だ。 

   ・ 有償ボランティアへの展開もあり得るが、吉野町にはシルバー人材センターがある。そ
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の際、地域での仕事と競合が起これば、これも問題となる。その調整も難しい。 

     さらに、「登録はしたけど、仕事がない。」といった声も聞く。 

(委員)・ ブロードバンドの環境が整備されているが、「こまどりケーブルより、前の ADSL の方

が速かった。」という声も聞く。使い勝手についての調査も必要だと思う。 

   ・ 町のホームページは、世界につながるものなので、もう少しお金をかけて、良くするべ

きで、充実するための取り組みを総合計画に記載すべきだ。 

   ・ 携帯電話の不感地域について、町内には、携帯が使えないトンネルが多い。「トンネル

内での事故があったとき、携帯が使えない。」と言う指摘もある。また、大地震でトンネ

ル内に閉じこめられることも想定される。このようなことを考えていくべきだ。 

(事務局)・ 藤田や西谷の奥で要望をいただいている。 

 (委員) ・ 滝畑、志賀の奥も携帯が全然入らない。改善は、企画政策課に申し込めば良いのか。 

(事務局)・ 事業者に申し入れをしても、実施してくれるかどうかは世帯数などにより費用対効果

を算出して、効果が少なければ実施してくれないということになります。 

(委員)・ p38 の地域担当制では、どこまでの地域行事を対象とするのか。職員の大きな負担にな

るようにも思う。 

(事務局)・ まだ、具体化していないが、町長の推進したいという思いもあって、総務課が具体化

の検討をしています。 

(委員)・ 行革の関係で職員数が減り、一人あたりの業務量が増えるのに、地域担当までやらせる

のは酷なようにも思う。実際に可能なことを進めて欲しい。 

(事務局)・ やれる範囲のことから始めていく、という方向で検討していく方向で検討することに

なると思います。 

(委員)・ 住民に対する情報の発信手法に関して、世帯のパソコン普及率はどのようになっている

のか。 

(事務局)・ パソコンの普及率はわかりません。こまどりケーブルのインターネット加入率なら数

字はわかります。 

(委員)・ 町のホームページを見ている人が、どれだけいるのかなと思う。 

(事務局)・ 社会教育課のシルバーインターネット講座では、他の講座よりも参加者が多いと聞い

ています。インターネットやパソコンに興味のある高齢者は増えていると思われます。イ

ンターネットのみでの情報発信に変更するわけでなく、紙ベースと並んで、インターネッ

トによる情報発信の重要性が増しているという認識です。 

(委員)・ 紙ベースより、インターネットで伝える方が良いとは思うが、どこまで伝わるかは疑問

な面もある。例えば、小学校で DVD を配布したが、DVD の使い方を聞く人もいた。 

(委員) ・ 老人クラブの活動を通して感じるが、インターネットを使う高齢者は、増えてきてい

ると思う。 

(委員)・ こまどりケーブル、CATV を活用した情報では、文字放送が多い。特に健康に係る情報は、
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音声も入れて欲しい。見て、聞いて、になれば理解度も上昇する。 

(事務局)・ こまどりケーブルのインターネット加入世帯数は、1,260 世帯ほどです。インターネ

ット加入率は、４割程度になります。こまどりに加入せずに、別のプロバイダによりイン

ターネットをしている方もおられます。 

(委員)・ 一度、使い勝手の調査をした方が良い。使い勝手が良くなれば、加入率は増えるように

思う。 

(会長)・ このあたりで、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(効率的で効果的な行政経営の推進、p41～p44)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)・ p41 の基本方針に、「新たな財源の確保、事務事業評価を図ります。」とあるが、具体

的には何か検討しているのか。 

(事務局)・ 新たな財源の確保については、ふるさと納税に結びつくようなことを想定しています。 

(委員)・ 町長から「第４次総合計画は、職員全員がすり切れるまで使って欲しい。」と言われて

いるが、事務事業評価はどこがチェックし、評価するかの具体案がなければ動きにくい。

これは、より具体的な方法を決めないと、人事評価も含めてハードルは高くなる。 

(事務局)・ 人事評価と事務事業評価の関連は難しいところですが、事務事業評価自体は、予算単

位で、事務事業の目標指標の達成状況や、重要性の評価などを行って、次の予算編成に活

用していく予定です。また、中間段階で、公表することも想定しています。 

     事務事業評価は、施策評価の内部評価にも使えるので、実施する予定です。 

     今回の総合計画策定の中で、「評価作業が出来ていない。」と言うおしかりの意見も頂

いたので、庁内各課においては、新たな作業ですが、事務事業評価の仕組みを動かしてい

ることで、職員が、今している仕事と予算の関係性を認識することができ、総合計画や行

財政改革プログラムの進捗管理を一体的に進めることができると考えています。 

(委員)・ 職員の人材育成では、専門職になって資格を取ったり、1 事業１職員的な取り組みを進

めれば、責任の所在や専門性が明確になる。 

     一生懸命にやっている職員と、そうでない職員がいるように思う。 

     職員が一つの事業に責任を持ったり、プロジェクトチームを組織して責任を持つような

事を進めるべきだ。 

     職員は色んな担当業務を受け持っているが、責任を持って進めているか疑問に思うこと

もある。 

(委員)・ 学芸員などでは適用できそうだが、一般の職員は、全般的な仕事をしているので、なか

なか適用が難しいと思う。 

(委員)・ 仕事に、楽しみながら取り組んで貰いたいと思う。この計画を作るだけでも、自負でき

るようになれると思う。 

(委員)・ 全般的な知識を持った職員と、専門性を持った職員が必要だと思う。職員が行政改革へ
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の意識を持って仕事に取り組んでもらいたい。人によって仕事への取り組み方が違う。ま

た、やりがいのある職場づくりを進めてほしい。 

(事務局)・ p42 に職場風土の改善も書いていますが、その辺りはなかなか簡単に変わっていかな

い部分でもあり、難しい部分と感じています。 

(事務局)・ 仕事のノウハウを課で蓄積するべきなのに、人に蓄積されているようにも感じていま

す。 

(会長)・ 今、言われていることは、難しいけど、推進するべきだと思います。 

      また、担当者が替わると全てが変わるようなこともあります。それを無くさないと、

５ヶ年計画は成立しないと思います。 

(委員)・ 歳入の数字を見ると、緊縮財政にしかならない。これでは、新たな事業が出来ない。計

画的に基金を積み立てるようになっているが、この財政計画に縛られすぎないようにする

ことも必要だ。 

(事務局)・ もちろん基金も、「全て崩さない。」と言うことではなく、不測の事態に備えてとい

った意味合いと思っています。ただし、大きな歳出を伴わなくても、仕組みを変えていく

こと、住民さんの取り組みを活発化していただくなど、やり方を変えていくことで何とか

出来ることもあるように思っています。医療費や社会保障費の増加という課題はあるが、

資本を投下して何かを作るといったものばかりではないと考えています。 

(委員)・ 住民への負担も伴って良いように思う。 

   ・ 南和広域連合の解散とは、どう言ったことなのか。 

(事務局)・ 南和広域連合は、介護認定、障害区分認定と広域的な観光振興をやっていますが、議

会などもあって動きにくいので、昨年より枠組みを軽くする方向の議論が持たれています。 

   ・ 南和広域連合の中で議論があって、平成 23 年 3 月末を目途に事務を進めています。た

だし、継続していく事業として、介護認定・障害区分認定の業務については、同じ枠組み

で協議会の形式で継続していく見込みです。 

(委員)・ 戸籍の共同電算化は、なぜ、７町村で進めているのか。 

(事務局)・ 大淀と下市などは、既に電算化が完了しています。未実施の団体で、吉野広域行政組

合の１町２村が中心となって、上北山村と下北山村、黒滝村、天川村の事務委託も受け、

７町村が共同で事業を進める予定です。 

(委員)・ 広域連携には、色んな枠組みがある。 

(委員)・ 圏域内には、色んな生活圏があるので、なかなか統一できない。例えば、さくら苑でも、

東吉野は介護事業では宇陀に行くし、一方で老人ホームでは一括でやらないと事業が出来

ない。 

(事務局)・ 町村間で利害が一致しないと継続できないし、広域事業の推進は難しい課題です。 

(会長)・ 東吉野の生活圏は、宇陀なのですか。 

(委員)・ 区域によって生活圏が違うし、森林組合などでは吉野と一体となって進めている。 
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   ・ 南和の医療の問題もあり、吉野町単独では動けない状況だ。 

(委員)・ 広域医療が確立するまでの間を、どうするかの対策も必要だ。広域医療は負担割合まで

いくと、進まなくなるようにも思う。 

(委員)・ 南和広域連合では、「１市３町８村で考えよう。」という事になっているが、広域連合

は医療の話しにのらない。 

     広域協議会に移行すると、“一抜け”が出来るようになる。全体合意でなくても、事業

が進められる。 

(会長)・ 若い人の活動のベースは、どんな団体になりますか。まちづくり活動の中心は JC など

ですか。消防団などですか。 

(事務局)・ JC は、吉野町のみでなく、吉野郡の東ブロックを中心とした広域的な組織です。町内

の団体として今までは、商工会青年部が地域振興イベントをやっていました。消防団は、

地域に根をはった団体であるが、まちづくりへの関与ということでは、商工会青年部にな

ると思います。 

(事務局)・ 若い人が集まる団体は、PTA のように思います。 

(委員)・ PTA は、女性が多いが、今の所、役員は男性が主体だ。 

(委員)・ 町内では 30 代が圧倒的に少ない。自分たちが商工会青年部に所属していた時は 160 人

くらいだったが、中井委員が部長をしていた時代で、既に 40 人ぐらいに減っていた。 

(委員)・ 吉野北小学校では、90 世帯ぐらい、吉野小学校では 100 世帯ぐらいが PTA になる。 

     ただし、学校のことも、あまり活動してくれない。地域の活動になると、さらに難しい。 

(委員)・ まちづくりセンターの発想は、例えば、町が 1,000 万円の活動予算を確保しても、行政

的な手法では問題・指摘が多すぎて、動きがとりにくい。「まちづくりセンターに預けれ

ば、柔軟に動けそうだ。」というところから出発していた。 

   ・ 祭も、各地区で衰退し始めている。御田植え祭も、一時とぎれていたのを、商工会青年

部が復活させた。こんなことも多くなった。 

   ・ 町全体が関われるイベントもいるように思うが、なかなかうまくいかない。 

(委員)・ 地域の祭も出来なくなってきている。 

(委員)・ 御輿でも太鼓でも、ある程度の人数が揃わないと出来ない。 

(会長)・ 奈良まちづくりセンターの会員も、スタート時では半数以上は奈良市民以外の人でした。

自分が参加しているまちづくり団体でも、半数以上がなら町には住んでない。しかし、

町おこしイベントを行うときには集まってきてくれる。住民でなくても、興味を持って

参加してくれば良いと思います。 

(委員)・ 住んでもらえないにしても、皆が集まって、活気のある日が出来れば良いように思う。

ここに、行政のバックアップがあれば良い。 

   ・ 今年は、盆踊りを復活させた。歌い手の協力があったから出来たが、３時間ぐらい続け

ていたら、だんだん人が集まってきた。 
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(委員)・ 小学校で 20 数年夏祭りイベントをやっている。最初は商工会青年部でやっていたが、

現在は実行委員会になっている。ただし、メンバーは、ほとんど同じ状況だ。 

(委員)・ 上市町内会が行っているリバーフィールドの管理も、高齢化により数年後には継続が難

しい状況と聞いている。事業は立ち上げても、継続が難しい。 

(委員) ・ グランドゴルフは、参加者が増えてきた。人数を調整しないと、運営が出来ない状況

となった。 

(会長)・ 若い人が主体になれるようなイベントが、例え年に１回でも良いから開催できれば良い

と思います。 

(事務局)・ 地域に残っている 30 代の人は、いくつも仕事を引き受けさせられて、大変忙しいと

いう現状があります。 

(会長)・ では時間がきましたので今日は、これで終わります。 

(事務局)・ 今日、答えられなかったことは、１月の審議会で説明または報告させていただきます。

追加のご意見は、直接事務局にいただければと存じます。ありがとうございました。 

以 上 


