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第 4次吉野町総合計画後期基本計画 第２ 回策定審議会 議事録（案） 

 

■日時：平成２ ７ 年６ 月２ ９ 日（月） 午後７ 時０ ０ 分～午後９ 時０ ０ 分 

■場所：吉野町中央公民館２ 階 第３ ・４ 研修室 

■出席者：第２ 回吉野町総合計画策定審議会 出席者名簿のとおり 

 

１ ．開 会  

２ ．町長挨拶 

■北岡町長挨拶： 

お忙しい中、ありがとうございます。第１ 回目出席できませんでした。申し訳ありませんでした。前回

の前期基本計画の策定の際には、無理を言いまして、施策を横断するようなプロジェクトを３ つ「木

のまち桜のまちおもてなしのまちプロジェクト」「日本一の健康長寿と子育て支援を目指す」「協働の

まちづくり」ということでお願いをさせていただきました。何とか手探りでこの４ 年間やってまいりまし

て、今５ 年目でございます。その間にいろんな問題点が上がってきたこと、それとは別に一生懸命計

画を進めながらも少子高齢化に歯止めがかからず、何となく閉塞感が漂ったままの状況が気になって

いるところでございます。今回は、この４ 年間でしてきたことの中で計画には上がっていませんが、

吉野町まちづくり基本条例を作らせていただいて、まちはこんなものであると吉野町の憲法のようなも

のを作らせていただいて、方向性を作っていただきました。２ 年間ほど、中川先生にお世話になって

作らせていただきました。これに基づいて、きちんとした後期計画が作れると思っております。また、

地方創生の総合戦略も立てるわけでございますが、全国的な地方創生の流れの中で、より細かなデ

ータが手に入っています。人口データや産業データなど、細かく分析していきながら目標を作っていく

ことも片一方でやっていく予定でございます。そういう具体的な戦略を立てていく中で、戦略よりも上

位にある総合計画後期計画。それを皆様方といっしょに作っていただく。まちづくり基本条例を作って

いただき、お世話になりました中川先生にその精神をもとに後期基本計画をきちんとやっていただこう

とお世話していただきます。次の５ 年が吉野町にとって正念場と言いますか、ここで実績が出せない

と将来が危ういという気がしております。この計画そのものが地に足を着けた具体性のあるものに作り

あげなければならない、また、それを実行しなければならないという覚悟でございます。どうか、皆

様方、何回も煩わすことになるかもしれませんが、忌憚のない意見をいただきまして、より良い、よ

り実行しやすい計画を作っていただきますことを改めてお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせて

いただきます。 

  

３ ．案件 

（１ ）第１ 回審議会議事録の確認及び審議会での審議内容について 

◎事務局より資料１ 、資料２ をもとに説明。 

◎会 長：議事録（案）については、問題がなければ、資料１ のとおり公開対象とする。 

 

議事録（案）について、委員全員承認。→これをもって公開対象の議事録とする。 

 

◎委 員：資料２ について、開催回数の変更はあるか。 

【資料１】 
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◎事務局：現時点では、全７ 回での審議を予定している。場合によっては、追加があることをご了解 

いただきたい。 

 

（２ ）吉野町まち・ひと・しごと創生推進会議の情報共有について 

■まち・ひと・しごと創生推進会議の進捗状況について 

◎事務局より資料３ をもとに説明。 

◎推進会議委員より、以下補足説明 

・会議の雰囲気などをお伝えできればと思っている。 

・審議会のメンバーより一世代若い世代が多いメンバー構成。 

・審議会と同じような人口推移の分析に第１ 回の会議は時間を使った。第２ 回では事務局からの説 

明はわずかで、なぜ人口が急激に減少したかなど、３ つのグループに分かれて意見を出し合った。 

後半は、どうすれば人口減少に歯止めをかけて、活気のある吉野町を作れるかを議論した。 

■人口フレーム（推計結果）について 

◎事務局より資料４ をもとに説明。 

◎会 長：ただいまの説明を踏まえて、各委員１ 分程度を目安でご意見、ご提案等あればお願いす 

る。 

■各委員よりご意見、ご提案 

◎委 員： 

・人口分析の結果は理解した。昭和４ ５ 年前後から人口減少している。社会的な減少の要因が気に 

なる。また、その原因に変化はあったのか。 

・その間、人口減少対策の歯止めとして、どのような重点的な施策がなされたか。 

◎委 員： 

・パーセンテージで人口推移をいただいているが、吉野町、下市町、大淀町、橿原市、香芝市、奈 

良県であり、人口規模が異なる。 

・各自治体の人口により１ 人、２ 人の影響度が異なるため、同規模の自治体の比較をいただいた方 

がわかりやすいと思うので、そのような比較もいただければと思う。 

・吉野町においても今の人口規模と同程度の時期があったのではないか。 

・その頃の仕事、町の状況などを検証すれば、当時はなぜ人口が増えたのかなどが検証できる。 

また、今の社会情勢などとも比較すれば良いのではないか。人口に対してのことであるが、よろし 

くお願いしたい。 

◎委 員： 

・吉野町や奈良県だけを切り取ってでは計り知れない社会での動きがあると思う。 

・そのあたりも踏まえて吉野町の状況もあぶり出していきたい。 

・細かいところばかりではなく、時には大きな視点でデータもいただけると考えやすいのではないか 

と考える。 

◎委 員 

・平成の市町村合併の話があったと思うが、今更だが吉野町だけでという話は遅れてきているので 

はないか。 

・合併は別として、吉野郡を一つという考え方をもっていかなければいけない。 
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・一町村ががんばったところで、人口減少には対応していけないのではないか。 

・前期５ 年間取り組んできていただいたが、今後見直す中で大きな考え方で臨んでいくことが人口 

減少の歯止めに繋がっていくのではないかと思っている。 

◎委 員： 

・吉野町より南の地域はより深刻で子どもを産む女性の方がいない状況がある。 

・大淀町は、北野台や南大和があり、大きく人口が減少していない。 

・立地条件から言うと何とかすれば何とかなる、人口を増やせる。 

・お年寄りだけではなく、若い働き盛りの家庭が転入してくるきっかけを何かの機会に作れる。 

・立地条件は悪くないと思うので、このような会議の中で解決策、きっかけになるようなことを見つけ 

ることができればと思う。 

◎委 員： 

・人口減少というよりも地場産業の低下が大きく結びついていると思う。 

・昭和４ ０ 年代、オリンピックと同時に吉野では後継者が育ち、教育も受けられ、十分に所得もあっ 

た。だから後継者もがんばってくれた。 

・最近では、農林業、製材業が低下している。時代の流れで建築方式が変わってきた。 

・後継者がいなくなったのは、収入がないということであり、大きな問題点である。 

・吉野町は環境も良いし、住みやすい町であるが、収入がなければ人はそこで生きてくれない。 

・吉野は、教育に熱心で、上の学校に通うには橿原から以北に出て行くという現象が起きている。 

・地場産業を推進するためには、どうしたら良いか。国レベルで考えていただかないとできないよう 

なことであり、国の先生方にも橿原市よりも以南は、火が消えたごとくだと何回も申し上げている。 

・吉野は、６ ０ 、７ ０ ％山々に囲まれたところであり、営みは林業、製材業、加工業、割り箸など 

の地場産業が伸びてこないことで人口が減少してくると思っている。 

・吉野町だけでは生きていけないような時代。商工会も合併問題が出ている。人口が減り、会員数 

が減り、総合型店舗に圧倒されている。そのようなことが人口減少の大きな原因を作っていると思 

うので、吉野町を変えていくためには非常に難しい問題をクリアしていかなければならないと思う。 

◎委 員： 

・データを見て厳しい状況があるが、働く場の影響が大きいと思う。 

・働く場の状況などのデータも対比して見れば、もっと分かりやすいと思う。 

・森林組合も三町村で合併しているが、行政が一体となった動きがないと思う。 

・広域的な動きがあって、いろんな事が広がっていく可能性もあると思うので、検討いただきたい。 

◎委 員： 

・基幹産業、地場産業の衰退と言われ、当人のわれわれは申し訳ないと思うが、出していただける 

木が良いのでそれに甘えていたわけでもない。 

・住の文化の変化、連合会にソーラーパネルを敷かれたことが現実であるが、吉野の木をいかに活 

かすか、この使命感を持ってやっている。 

・貯木に戻ってきてくれている若い人たちも熱い想いを持っており、その人たちを応援しながら、何と 

か続けていくことを目標にがんばっている。 

◎委 員： 

・川上村や東吉野村に仕事の関係で行くが、学校関係でいくと少子化の問題で川上村も東吉野村も 
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大変な悩みをもっておられる。そういう意味では、川上村や東吉野村の資料もあればと思っている。 

・吉野町は、今のうちであれば、まだ間に合うのではないかという気持ちではいる。 

◎委 員： 

・吉野町だけではなく、日本全体で見ても人口は減少すると思うが、これから先の話をしていかなけ 

ればならない。ここにおられる人や住んでいる現在の人には、子どもさんやお孫さんがおられる。 

今の日本の政府、行政はしっかりしているので、お子さんやお孫さんを見られなければ、行政が 

見てやろうという風潮がある。 

・これから先、結婚しない、子どもを作らない世代が増えてくる。 

・これから裕福な行政ではなくなる中、これらの世代が将来誰に支えてもらうのかを考えていかなけ 

ればならない。 

・有効な手段としては、中学校からの教育の中で結婚、子孫を残すという役目、出産をしていかなけ 

ればならないことを子どもたちに教えていく必要がある。このような教育を行政もわれわれも取っ 

ていかないと行けないと感じている。 

◎委 員： 

・資料を具体的に詳しくしていただき、吉野町の現状に驚いている。 

・今後の会議の中で転出の要因等がわかってくると思うが、どうすれば良いか協議していければと 

思っている。 

◎委 員： 

・今日Ｎ Ｈ Ｋ のひるブラで吉野町の貯木場が紹介されていた。 

・吉野は構造材をメインで出材してきたが、木だけではなく、壁に木の上から漆喰を塗ることで住環 

境が良くなるということで、木をふんだんに使いながら新しい産業の提起をしている。 

・紹介されていた事業所では、若い世代が専門的な技術を継承している。 

・木の破片を積み木にするなど、新しい動きがどんどん出ている。 

・上市の三寄楼を活用するなど、若い世代が動き出している。 

・マイナス要因がいっぱいあるなかで、仕掛けをしてくれる方が多く、いろんな若い世代、グループ 

が動き始めている。 

・この動きをどのように吉野町の人口増やこれからの吉野町に繋げていくか。 

・全国的にも田園回帰の傾向があり、都会の方のうち１ ０ 人に３ 人の方は人間的な暮らしがしたい、 

田舎で暮らしたいというデータがある。 

・田園回帰を求める若い方たちに吉野町に住んでもらえるような環境にどのように繋いでいくか。 

・吉野町の若い方たちが出るのを止めることも大事であるが、中学生アンケート結果では住みたくな 

いという回答が多い。それとまち・ひと・しごと推進会議のアンケートと繋がるかわからないが、そ 

の理由の一つが交通の便が悪いこと。公共交通網をどのように確保するか、そのあたりも審議会と 

推進会議のどちらで触れられるかわからないが、この会議の中で公共交通やインフラ整備について 

どのようにしていくのか。そのことによって、若い人たちに住んでもらう、住みたい誇れる吉野町に 

してもらうことが必要ではないか。 

・若い世代は金儲けが全てではない。お金は生活する分あればいい、子育ても含めて人間らしい暮 

らしがしたい。そういう人たちが私たちが思っている以上に都会にたくさんいる。半分農業をしなが 

ら、半分仕事や趣味に生きたいという動きも大きくなっている。最先端の情報を共有できればと思う。 
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・質問になるが、そのような議論は、審議会でするのか、推進会議でするのか。 

◎会 長： 

・難しいことだが、議論が難しいというわけではなく、自由に議論して良いと思う。ただ、計画に落と 

し込む、着地させるときに細かい施策提案までは書き込めない可能性がある。 

・そういうことを議論する中で、みんなの意識が活性化して、大きなフレームが変わる可能性はある。 

・例えば、どの世代に重点を置くかということは非常に重要な課題である。メリハリをどう付けるかと 

いう議論は歓迎する。 

・基本計画においては、おっしゃることを全て施策化することは難しい。それは、町長のマニフェスト 

とも絡む話であるので、議会の考え方とも絡む話になってくる。大綱を決めるという点では、大切 

だと思う。 

◎委 員： 

・今回の会議は、選択肢をどうするかという議論だと思っている。 

・人口減少は、全国的な事例だと思うので、吉野町だけが倍増することは普通に考えてあり得ない。 

しかし、下を向いて考えるか、正面を向いて考えるか、上を向いて考えるかによって、総合戦略は 

大きく変わってくるのではないか。 

・例えば、先ほど別の委員の発言にあった吉野町が今と同程度の規模の時期については、過去に旧 

６ 町村でどんな産業をしていて、どれくらいの世帯数があってというような１ ４ ０ 年前の資料があ 

る。事務局ですぐに用意できると思う。その頃が６ ，０ ０ ０ 人程度の町であったと思う。その頃は、 

歩いての生活での６ ，０ ０ ０ 人であるので、現代とは内容が変わってくると思う。 

・下を向いてまちづくりをしていくというのは、ネガティブな意味ではなく、足元をみてまちづくりをし 

ていくということ。 

・吉野郡の郡部の方々がどう考えているか、行政の方は上を向いて考えている、また正面向いて考え 

ている。しかし、住民の方は意外と足元を見ている。村民一人一人が幸せに暮らしていくためには 

どうすれば良いのかを真剣に考えて生活されていると私は受け止めている。 

・上を向いてと言うと県内で唯一香芝市だけが、人口が増加していくと言われている。行政としても 

上を向かざるを得ない。足元を見ていると新しい住民の方にそっぽを向かれる。 

・吉野町の場合は、正面向かってという話になろうかと私は思っている。ただ、正面に向かうとしても 

人口減少に歯止めをかける、もしくは増やすためには、特殊なまちづくりをしなければ、絶対に無 

理。当たり前のことをしているようでは絶対に無理。特殊なまちづくりをどうするのか、それには相 

当な覚悟がいると思う。 

・昭和３ ０ 、４ ０ 、５ ０ 年代にたまたま良い時期があった木材景気がこの１ ０ ０ 年の間にはあった。 

では、２ ０ ０ 年前はどうだったのか、１ ０ ０ 年後はどうなのかというまちづくりを考えた時に温故知 

新はあるので、過去から年々と受け継がれている旧６ 町村の姿をもう一度見ながら、今後の基本 

計画について意見を集める、出していきたいと思うのでよろしくお願いしたい。 

◎委 員： 

・吉野町の人口が減っているという時にいつも話をしているが、今に始まったことではない。 

・戦後一時期ベビーブームがあり、団塊の世代の方６ ５ ～７ ５ 歳くらいの方がいらっしゃる。そのと 

きは、日本全体的に人口が増えた。昭和４ ０ 年代に入り、その頃から人口が減少している。それ 

は、吉野町だけではなく、日本全国であった。昔、集団就職で田舎から東京や大阪に送り出したこ 
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ろから人口減少は始まっている。その頃は親が都会にいって立派に育ってこいとどんどん都会に人 

を送り出した。将来のことを考えずに、それが良いことだと思っていた。 

・出ていった結果、当時の若い方から、どんどんライフスタイルが変わり、価値観が変わってきた。 

自分が求めることが都会で稼ぎ、賢くなることだとなってきた。 

・その世代の子ども、われわれの世代や孫が現在いる。その人たちの価値観が田舎ではなく、都会 

思考になってきた。 

・昔、貯木でたくさんの方が仕事をしたというが、今２ 次産業をする若い人が少ない。今は、特に３  

次産業をどんどんしていこうという仕事があるので、１ 次産業、２ 次産業自体が、根本的に労働力 

不足になっている。 

・いくら土壌を作っても若い方の価値観が変わらない限り、前進させることが難しい現実がある。そう 

いうことをどのようにすれば戻れるかということを５ ０ 年も１ ０ ０ 年も前から進んでいるので、５ 年 

や１ ０ 年で元に戻ることは絶対にないし、吉野町だけが変わることはない。 

・１ ０ ０ 人に１ 人や２ 人は田舎思考で吉野町に来てくれるかもわからないが、今までのような人口を 

復活させることはあり得ない話である。あってほしい話ではあるが、日本全体の人口が減っている 

中で若い方に吉野町を好きになってもらえるものをわれわれが作れるかということ。 

・よほどのことがない限り、人が帰ってくることはなかなか難しい。 

・人口減少問題は寂しい話であるが、地方の問題であるというよりは国策の問題である。 

・今後、吉野町は、５ ，０ ０ ０ 人、３ ，０ ０ ０ 人の人口になると思うが、３ ，０ ０ ０ 人の人口でわ 

れわれがどのようにして生きていこうかということを考える。１ ０ ０ 年前は何千人だったか、どんな 

仕事をしていたかという話もあったが、３ ，０ ０ ０ 人の人口でどのようにして生きていくかという価 

値観に変えていくしかない。日本全体がそのようになっていくのかと感じる。 

・人口が少しずつ増えていくことは好ましいことではあるが、別に新しい価値観を吉野町で作って、そ 

れに賛同してもらって、集まってもらう方が長い目で見てもよいかと思う。 

・今までのやり方では若い人は絶対に戻ってこない。やり方、考え方をわれわれが根本的に変えない 

限り、安心できる人口をわれわれで決めておかない限り、１ ０ ，０ ０ ０ 人で安心するとは限らない、 

３ ，０ ０ ０ 人でも安心するかもしれない。われわれも含めて価値観を変えるべきかと思う。 

◎委 員： 

・昭和４ ５ 年からの人口が載っているが、これより以前はもう少し人口がいた。 

・その頃、川上村の柏木行きと東吉野村の杉谷行きのバスが１ 時間に２ 本必ずあった。 

・割り箸や製材所もたくさんあった。旅館もあった。その頃でも決して裕福な生活ではなかったが、 

人口が多かった。 

・５ 年毎の推移だが、目に見えて人口が減少していく。 

・先日、元スーパー公務員の木村俊昭先生の講演を受けた。その時に見附三茶屋の施設を誰がどう 

やっても栄えないが、どうすれば良いかと質問をした。中心になる人がいない。有識者を中心に行 

政２ 名とでプロジェクトチームを作り、３ 年間必死でやれば栄えるとの話をいただいた。 

・今後、道の駅の計画をするのであれば、安易な考えで行うのではなく、確実にやりきる覚悟で計画 

をしていただきたい。 

・道の駅は、大宇陀や芦原峠にもあり、栄えている。野菜類も豊富にある。道の駅などに品物を出す 

ことなどによって、吉野町の人口を増やすことに繋がるのではないかと思う。 
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・何かをするのであればやる気を出せと言うアドバイスをいただいたので、安易な気持ちでするので 

あればやめた方がいいと考えている。 

◎委 員： 

・人口減少は、日本全体のこと。出生率が低い、結婚しない人が増えているなど。 

・移住してもらうためには、吉野の良さを発信すれば良いと思っていた。 

・来てもらうには、仕事をするところがない。来た時の生活の中で、生きるために働くのか、遊ぶた 

めに働くのか。若者は遊ぶために仕事をしているかもしれない。生きていくための稼ぎは吉野町で 

もできる。遊ぶために仕事をしていると、遊ぶために都会に行くことになる。若者にとっては、魅力 

的なまちだと思ってもらえない。 

・田舎の良さをわかってもらうために都会に飽きて田舎に来るのではなく、昔のような林間学校のよう 

な吉野に来てももらうしかけがいると感じる。 

◎委 員： 

・私の周りでは、お母さん方がいろんなことをしようとエネルギッシュに動いてきている。 

・いろんな人と繋がってやっていきたいという方たちがどんどん膨らんできている。 

・その中で行政にお願いしたいことは、その受け皿になっていただいて、どんどん広がっていくような 

しくみをしっかりしていただきたい。 

・北海道に絵本を起爆剤として活性化に取り組む絵本のまちがある。思い切った政策を一つあげて、 

それに繋がっていく形があれば良いと思う。 

・吉野町は、いろんな人がいろんなところで一生懸命、熱心、活発にしている。それが繋がってい 

ないと感じる。つながっていけば、吉野町全体が、活気のあるまちになるのではないかと思う。 

◎委 員： 

・吉野の木を使う、自家消費が大切だと思う。 

・吉野の木で昔ながらの建築、関西間であれば家もゆったりしている。息子も住みたいと言ってくれ 

ている。 

・吉野の木で家を建てたら、エアコンもいらない。それを宣伝していた。 

・自分たちが吉野の木を使うことで、特に自分たちが住んでいる家に使うことで、吉野に来た方があ 

んな家が良いなと感じる。 

・昔は、自分の山の木を切ってきて、木にふしがあっても美しいと喜んでいた。 

・できれば吉野の木を使って、自家消費してほしい。吉野の木を外に売ろうと思えば、自分の家をま 

ず吉野の木で建てることが大事。 

◎会 長： 

・今いただいた意見をまとめなければならない。 

・データとしてまとめるにあたって、日本全体のトレンドを示し、奈良県域、さらに吉野郡のトレンドを 

示す中で、吉野町の位置づけが見えるようにしてほしいということが全体のご意見の中であったと 

思う。大事なことであると思う。これを見て、前期基本計画においてもこの視点は欠けている。 

吉野町単独の視点になっている気はする。 

・一度ロングランで人口を出した方が発想が湧くと思うので、出すことにしましょう。終戦直後からで 

も良いと思う。明治だと話が古いと思うので、戦後からでどうでしょうか。 

◎委 員： 
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・そのころからデータは出せる。産業についても出ている。 

・旧６ 町村を合計すれば見れる。 

◎会 長： 

・明治からでも出しても良いが、１ ０ 年から２ ０ 年刻みで出してもらえればと思う。 

・そのことによってトレンドがもっと見えてくると思う。 

・いただいた意見で大事だと感じたことは、個性をもっと出さなければならない、選択しなければな 

らない。そのための基本戦略が埋め込まれている総合計画であるべきだろう。いくつかあるが、キ 

ーワードとしては、子どもや若者たちが定着、定住できるまちについて、真剣に考えなければなら 

ない。ここで結婚して、子どもを育てていくことがすごくしやすい、そんな町にするにはどんな施策 

を強調すれば良いのか、そのアイディアをもっと絞らなければならないと思う。 

・塾がなくて外に出て行くのであれば、みんなで塾を作ってはどうでしょうか。学校の先生のＯＢ も 

いるだろうし、塾をするまちづくり協議会が出てきても良いと思う。そのような競争が生まれても良 

いと思う。その経費については委託料が出る、または協議会で稼いだお金でそこに供給するなど。 

そのようなことはもっと考えても良いと思う。 

・個性、選択については、皆さんからアイディアを出してください。 

・全国水準は絶対に守ろうと、例えば高齢者への福祉サービスを全国水準は守ろうという心意気はも 

つべきだと思う。選択とは、片一方を犠牲にするという考え方ではない。 

・公平、平等にやらなければならない施策は死守する。選択的、個性的に集中しなければならない 

ところは皆が笑って応援しましょうというようなメリハリが必要。 

・全体的に必要な視点は、経済と人財の視点。人財こそ宝であるとの思想を持ったほうが良いとお聞 

きしていて感じた。先ほど委員の方の発言であった、死にものぐるいで３ 年間、これは人財の話で 

ある。そういうこの町に住み続けてくれる、生き続けてくれる人財をいかに大事にするか。そこに共 

通するような政策的な方針をもっと出すべきかと感じる。 

・次に田園回帰の流れをつかむという動きもあるが、これは既成の観光という言葉に縛られていると 

見えない。新しい観光の概念みたいなものを出すべきではないかと思う。 

・徳島でもアーティストインレジデンスをやって、人口が増えている町がある。芸術家に定着、定住し 

てもらう。そこで作品をいっぱい作ってもらっていると人が集まり始めて、人口減少が止まり、微増 

に転じた町がある。 

・今までの発想の観光振興の概念から飛び出し、そういうアイディアを出してほしい。 

・２ ０ ２ ０ 年に東京オリンピック、パラリンピックが開催される。実は、文化とスポーツの祭典と位置 

づけられている。国も全国の都道府県、市町村で２ 万件の年度事業をやってほしいということを言 

っている。それを平成２ ８ 年度から実践してほしいという政策が出るはずである。各市町村あたり、 

１ １ から１ ２ はやらないといけない計算になる。シンボル的にやる文化事業イベントが、毎年２ か 

ら３ やり続けるか、２ ０ ２ ０ 年に１ １ か１ ２ を全てやるという話になってくる可能性が高い。一過 

性の事業ではなく、やり続ける中で吉野がインバウンドできる。外国人客を誘致できる。なおかつ 

人口が増えるような戦略を考える時期ではないか。このフレームや計画を使った方が良いと思う。 

◎委 員： 

・今進行中の事業であるが、吉野町の河原屋に定住促進住宅を作っている。 

・何人来るかとわれわれは思っていたが、今８ 件来ていると聞いている。 
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・若い世帯で子どもがいることが条件であるが、何が良くてきてくれたのかお聞きしたい。その家族 

の意見も参考意見になる。 

・河原屋の場所が便利か不便かわからないが、住んでくれる方は、そこが良いと思って住んでくれる 

わけなので、何が良かったのか聞いてみることもおもしろいと思う。 

◎会 長： 

・ご発言いただいたことがうまく後期基本計画に反映されるようにがんばっていきたいと思う。 

 

（３ ）後期基本計画の主な記載事項について 

◎事務局より資料５ をもとに説明。 

◎会 長： 

・これはフレームについてになる。意見ではなく、質問があればお受けする。 

◎委 員： 

・平成２ ３ 年に作られた基本計画であるが、そのころは日本創生会議の人口データがなかった。今 

はもうあるので、基本構想は変えないという第２ 節にある将来人口については、冷静に受け止めて 

変えるべきではないかと思う。 

◎事務局： 

・原則１ ０ 年の基本構想の変更はしないと申し上げた。国立社会保障人口問題研究所の将来人口推 

計が出ており、平成２ ３ 年当時も出されている。当時は、平成３ ２ 年に６ ，８ ８ ９ 人なると示さ 

れており、各施策を展開することで平成３ ２ 年の人口７ ，５ ０ ０ 人を目指すとなっている。 

◎委 員： 

・平成３ ２ 年に現状よりも減少する数値が出ているので、６ ，８ ８ ９ 人に増やすということがわから 

ない。基本構想を変えないということであれば、会議は必要ない。変えるところがあれば、冷静に 

受け止めて変えてくださいということ。 

◎会 長：吉野町まちづくり基本条例でいう議会議決の対象は、基本構想と基本計画の両方か。 

◎事務局：基本構想のみである。 

◎会 長：議会の見込はどうでしょうか。基本構想の再議決は可能でしょうか。 

◎委 員： 

・議決云々も大切であるが、変えていく気持ちがあるのかどうか。議会の全権を持っているわけでは 

ないので、議決については応えられない。 

◎会 長： 

・議会が反対されるとは思わないので、議決を取れるかどうか打診してみてください。 

・議決が取れないとなれば、前期基本計画改め後期基本計画で基本構想にはこのように記載がある 

が修正したと後期基本計画の中で基本構想の将来人口推計見込を変えるということを入れるこも 

考えられる。手続きの問題だけである。 

◎事務局： 

・今現在出ている将来人口が６ ，７ ３ ４ 人になる。当時よりも１ ０ ０ 名強下回る見込が出ているの 

で、見直しについては検討する。 

◎会 長： 

・それではお諮りする。このフレームでやるということでよろしいか。 
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・前期基本計画からの大きな変更点は、資料５ の５ ページのポイント１ 、ポイント２ とポイント３ に 

なる。見せ方が変わる。 

・住民、地域、行政のそれぞれ果たすべき役割を記載する。前期基本計画のようなやわらかい表現 

からきちっと整理して示すということになる。 

・施策の指標も全面的に見直す。前期基本計画と同じものを踏襲できるものは踏襲するが、洗い直 

す。洗い直すのは、サービス算出量ばかりで見るのではなく、サービスをした結果、どう変化した 

か、アウトカム指標に重点的にシフトしようということ。 

・見せ方として一つ提案があるが、資料５ の４ ページの政策４ は、分野別計画の全編にわたって共 

通する話であり、縦割り、部門別の話ではない。節を設けることに反対はしないが、見せ方として、 

政策４ は全ての分野に関連することとして、上下で挟みこみ、全ての分野を貫いていることがわか 

る見せ方をしてほしいと思う。住民参加と協働のまちづくりは、全ての政策を貫いて、これはやると 

いう考え方。 

・それでは、これに沿った形で作業を進めていただきたいと思う。 

◎委 員： 

・見せ方の点でポイント１ とポイント３ は良くわかるが、ポイント２ のアウトカム指標の数値がきちっと 

実現していったかということを見せることはとても大事である。 

・前期基本計画の中でこれは変だと感じる指標がある。 

・例えば、要介護や要支援の認定率が高くなる指標がある。要介護や要支援にならない元気なお年 

寄りをという中でそれに反するような数値目標が設定されている。本来であれば、数値目標として 

出すべきではない。元気なお年寄りは増えているかという指標は出していけば良いが、マイナス要 

因になっていくようなこと、病床稼働率もそうであるが、経営効率から言えば、病床稼働率は大事 

であるが、病人をださない健康な町民をというときには、病床稼働率が高いということは、病院に 

入院する方を増やすということになる。アウトカム指標の設定はこの方が良いと思うが、数値目標の 

あり方を今後の論議の中で出していきたい。 

◎会 長： 

・今おっしゃっていただいたことはその通りである。 

・アウトカム数値を出す場合に減らす目標で出す数値と増やす目標の数値と二つある。今おっしゃって 

いただいことは、本来減らすべき目標を増やす目標になっているのではないかということ。 

・それは、全てチェックをかける。 

・女性のセクハラ、パワハラの相談件数が０ になるという目標を掲げたところがあった。相談を拒否 

すればいくらでも減る。相談しても意味がないという相談員がいては話にならない。こういうのはお 

かしなアウトカム指標である。述べ相談件数に対して、どれだけ自分は助かったと思う人を増やす 

かである。また、相談件数が増えるということは信頼されているということでもある。そのところをよ 

く吟味しなければならない。人権の観点からも考えなければならないことはしっかりとチェックをか 

ける。 

◎事務局： 

・資料５ の５ ページの中で各施策の紙面上の構成を説明させていただいたが、４ ページに全ての施 

策を載せている。 

・各全ての施策のアウトカム指標の案を審議会にお示しする。各施策の紙面の案は審議会にお示しを 



-11- 

させていただいて、指標の中身や役割分担について議論する場があるとご認識いただけばと思う。 

◎会 長：このような進め方でよろしいでしょうか。→ 全員承認。 

 

（４ ）その他 

■第３ 回吉野町総合計画策定審議会の日程について 

・平成２ ７ 年７ 月２ ７ 日（月） 午後３ 時から 

 

４ ．閉会 


