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吉野町産業振興促進計画 

 

令和 2 年 2 月 28 日作成 

奈良県吉野郡吉野町 

 

１．総 論  

（１）計画策定の趣旨 

本町は、奈良県のほぼ中央部、北に奈良盆地、南には吉野山地をひかえ、その間を

東から西へ流れる吉野川の中流域に位置する中山間の地域で、市街地に接して国立公

園・県立自然公園を有している。総面積 95.65ｋ㎡のうち 82.8%(79.23 ㎢)が山林であ

り、豊富な森林資源を活かした林業、製材業等の木材関連産業が基幹産業として発展

してきたが、林業不況に加えて林業従事者の高齢化により林業経営は衰退してきた。 

吉野町としても、貯木地域を拠点とした人材育成とブランド力の向上を支援するた

め、木の文化を伝え環境を守り、経済を活性化させる取組を推進している。 

また、自然とともに吉野町全体にわたって点在している歴史・文化遺産等の認知度

を高め、それらの資源の観光振興での活用を積極的に進めるため、平成 28 年 4 月に

は「日本遺産」の登録認定を受け 2 町 6 村で構成する協議会により取り組んでいると

ころである。 

一方で、本町の産業を取り巻く環境は、少子・高齢化、人口流出等による人口減少

や、近年の自然環境の変化から生じる生産性の低下、事業所及び従事者の減少といっ

た課題に直面している。 

今後は、本町の最大の課題である人口減少、少子高齢社会に対応するため、地域内

外の有力な人材を積極的に確保・養成し、「ひと」が「しごと」をつくり「まち」に

活力を作り出す、「しごと」が「ひと」を呼び込むなどのまちの全体最適思考を基礎

とし、町民とまちが一体となり、まち・ひと・しごとの創生と好循環を確立すること

により、町民一人ひとりが輝き笑顔あふれる吉野町の実現を目指す。また、単に「人

口減少」だけを注視するのではなく、心豊かな生き方・暮らし方を重視する地方創生

を目指す。 

このため、平成 27 年に本町の産業振興に関する基本方針及び施策を示し、自立的

発展の促進、地域経済の好循環を図るため、平成 27 年施行の改正半島振興法(昭和 60

年法律第 63 号、以下「法」という。) 第 9 条の 2 第 1 項の規定に基づき、産業振興

促進計画を策定したところ、同計画の期限が到来することに伴い、新たに計画を作成

するものである。 

 

（２）前計画の評価 

  ア 前計画における取組及び目標 

   本町が平成 27 年に認定された吉野町産業振興促進計画(平成 27 年度～令和元年

度。以下「前計画」という。)の期間においては、次のような取組及び目標を設定

していた。 

 

  【産業振興を推進しようとする取組】 
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   ＜町＞・企業立地にかかる助成制度 

      ・中小企業資金融資制度 

      ・租税特別措置の活用の促進 

      ・農林漁業における取組 

      ・商工業における取組 

      ・観光振興と旅客誘致に関する取組 

   ＜県＞・半島振興法による租税特別措置の活用 

      ・企業立地促進法による租税特別措置の活用 

      ・設備投資・雇用促進・産業育成の補助金等 

      ・旅館業支援のための取組 

＜関係機関＞ 

・町商工会の取組：商店の魅力づくりや経営基盤の強化のための人材育成、

経営改善指導、異業種交流の促進 

      ・町観光協会の取組：観光情報の発信・PR 活動の強化、メディア等への

プロモーション活動 

 

【目標】 

  内訳（設備投資件数・新規雇用者数） 

業種 新規設備投資件数（件） 新規雇用者数（人） 

旅館業 2 20 

農林水産物等販売業 2 20 

製造業 4 40 

情報サービス業等 1 10 

 

   イ 目標の達成状況等 

    前計画の期間においては、各分野において振興が図られ、令和元年時点で次の

ような達成状況となった。 

 【達成状況】（設備投資件数・新規雇用者数は、租税特別措置を適用した数値） 

業種 新規設備投資件数（件） 新規雇用者数（人） 

旅館業 １ 8 

農林水産物等販売業 0 0 

製造業 9 23 

情報サービス業等 0 0 

   上記の成果及び課題については、製造業において投資件数は目標値以上の成果が

あったが、農林水産物等販売業においては深刻な担い手不足、小規模経営のため

設備投資に資金がまわらなかったことや情報サービス業等においては企業誘致が

進まなかったため、目標達成には至らなかった。今後更なる税制優遇措置等の周

知を徹底し、関係機関との連携強化により、事前に情報交換を図るなどして、地

域経済の活性化や雇用の創出を図る。 

 

   ウ 成果及び課題を踏まえた本計画における対応 

本町としては、上記の達成状況等を踏まえ、産業振興及び雇用機会の拡大を実現
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するため、本計画においては次の方針で重点的に進めていくこととする。 

①地域産業の担い手確保と地域人材の養成 

②基幹産業の強化による地域経済の活性化 

③地域資源の発掘による地域経済の活性化 

④地域産業に関連する企業.創業支援による地域経済の発展 

 

２．計画の区域  

本計画の区域は、法第 2 条の規定により半島振興対策実施地域として指定された紀

伊地域における吉野町内全域とする。 

 

３．計画の期間  

  本計画の期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 

ただし、必要に応じて見直しを行うものとする。 

  

４．計画区域の産業の現状及び課題  

  計画区域内における産業の現状及び課題については次のとおり。 

(1)農林業(農林水産物等販売業を含む) 

本町の農業地域は吉野川本流沿いに位置する地域と、吉野川の支流である地域との

二つに大別でき、吉野川本流沿いの地域は急峻な山岳が河岸近くまで迫り河岸にそっ

て帯状に耕地が分布している。津風呂川、竜門川流域は平坦状の広い地域を形成し、

本町の農業生産地域といえる。 

本町の総面積のうち農地面積は約 3％にすぎず、その内の 6 割がこの地域に集中し

ている。農業経営の基盤となるべき耕地の所有規模は、県下の一戸当たりの平均耕地

面積を下回っており、零細農家が多いことが分かる。また過疎・高齢化による担い手

不足や鳥獣被害などによる生産意欲の低下などによる遊休農地・耕作放棄地が増大し

ている。まず、担い手の育成や労働力の確保、農道・用排水路等の整備を推進するこ

とによる経営基盤の強化を図り、優良な農地の保全ができるかが課題となっている。

又収益性の高い作物の生産や販路の拡大などについて組織的に取組み、地域の特性を

生かした特産品の研究・開発を進められるかが課題となっている。 

  本町は全国でも有数の優良吉野材を生産する林業地帯の一角に位置し、特に杉・桧

の生産に適した地域である。林業は経済林を主として発展してきたが、長年の林業不

況に加えて林業従事者の高年齢化により林業経営は衰退してきた。しかしながら、今

日森林は、経済活動のためだけの資源にとどまらず、京都議定書により定められた温

室効果ガスの吸収源・国土保全・環境保全・レクリエーション等多面的な活用にも期

待されており、令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まり、森林の公益的の維持

が求められている。 

 

(２)商工業(製造業を含む) 

商業においては、本町は、古くはこの地域一帯の商業の中心地であり、吉野郡各地

への物資の供給・集積地として栄えてきた。しかしながら、近年、商店街衰退や近隣

地域への大型店の進出等により住民の購買意識は町外に向けられ、吉野町商工会を中 
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心として商業活性化施策を行っているが活力を失いつつある。 

本町の商業形態は小規模経営が圧倒的に多く、高齢化と後継者の不在により、消費

者のニーズに対応することよりも商店の存続そのものが危機的な状況にあり、商店街

全体の活力の低下に繋がっている。 

製造業では、豊かな森林資源を活かした木材・木製品関連産業が基幹産業として

発展してきた。主なものとして、製材・銘木・製箸等があげられるが、近年、全

国的な木材需要の減少、外国材の浸透、住宅様式の変化などの影響により木材産

業関連産業全般に陰りが見えている。 

しかし、今後、木材は、公共建築物や大手商用施設の内装、家具等の木材製品、

木質バイオマス、CLT など、新たな分野で幅広く活用されることが予想されるこ

とから、本町では地域を支える地場産業である木材関連産業が持続可能な産業を

目指し、材の品質や魅力の発信はもとより「木のまち吉野」の歴史や文化などを

伝えていく。そのために、産業ツーリズムの推進や他産地との差別化、ブランド

力の強化に取り組むとともに、商社機能を有した中間組織の育成や産官学連携に

よる商品開発、人材育成等の取り組みが必要である。 

   また、伝統産業としての色合を持つ紙漉き産業については、家内工業的な形態が今

も続いており後継者不足が深刻化しているが、近年、高級和紙の良さが再認識されて、

生産に活気を取り戻しつつある。今後、安定した生産・供給体制、後継者の確保・育

成強化に取り組む必要がある。 

 

(３)情報通信業(情報サービス業等) 

   情報サービス業などは町内にはないが、こういった業種は比較的大きな面積の土

地を必要とせず、大きく流通に頼らなければならない業種でもない上、地域におい

て一定数の雇用確保にも繋がる業種であると考えられる。本町においても、今後、

企業立地を促進するとともに、情報通信環境の整備を含めた企業参入の呼び水とな

る施策を展開し、新たな産業進出の促進が必要である。 

 

(４)観光(旅館業を含む) 

本町は都市近郊に位置することから、日帰りのできる近場の観光地として訪れる観

光客は年間 100 万人にも達している。平成 30 年の観光入込客数は 1,065 千人であり、

近年、横ばいの傾向にある。 

本町の観光拠点は、桜の吉野山をはじめとして、吉野川・津風呂湖を中心とした県

立自然公園地域、吉野離宮、宮滝地域、割り箸と手漉き和紙の生産が盛んな「ものづ

くりの里」の国栖地域などがある。平成 24 年 3 月に、特定非営利活動法人森林セラ

ピーソサエティから認定された「森林セラピー基地」、2 箇所の「森林セラピーロー

ド」は新たな地域資源を生かした観光拠点としての期待も大きい。 

  本町には、町全域にわたって、自然とともに歴史・文化遺産等が点在しており、特

に吉野山地域と、国栖地域は豊富な資源を有していて、平成 16 年 7 月に世界遺産に

登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産として、吉野山と吉野山の寺社仏

閣が登録され、平成 24 年 10 月には美しい景観や伝統文化が評価され、「日本で最も

美しい村連合」に吉野山地域と国栖地域が地域資源として登録された。 
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   また、歴史・文化遺産の認知度を高め、それらの資源の観光振興での活用を積極的

に進めるため、平成 28 年 4 月には「日本遺産」の登録認定を受け 2 町 6 村で構成す

る協議会により取組んでいるところである。 

  旅館業については、令和元年 6 月現在の町内の宿泊施設は合計で 22 軒あるが、近

年、団体旅行から個人旅行へと旅行体制が変わったことにより、観光利用の受入れ体

制も不十分な状況である。また、施設の老朽化や後継者不足等、様々なニーズに対応

するための問題も多くなっている。特に昨今では、インバウンド対応について、受入

れ体制の充実が求められ、既存の宿泊施設に加えて新たな顧客層のニーズに応えられ

るよう、多様な宿泊施設の整備促進が必要である。  

 

 ５．計画区域において振興すべき業種  

  計画区域内において産業振興の対象とする業種は、製造業、旅館業、農林水産物等

販売業、情報サービス業等とする。 

 

 ６．事業の振興のために推進しようとする取組・関係団体等との役割分担及び連携  

 （１）吉野町の取組 

①企業立地にかかる助成制度 

  吉野町企業立地の促進に関する条例に基づき、町内において事業所を新設、増設、

改修又は移転を行い、一定の要件を満たした場合に補助金を交付する。地域産業の

振興、新たな雇用確保と拡大による経済の活性化と定住促進を目指す。 

 

②中小企業資金融資制度 

  吉野町中小企業資金融資規則に基づき、融資の条件を町が定め、信用保証協会が

保証を行い金融機関が融資を行い、信用保証協会と金融機関の協力により、町が保

証料と利子の一部を負担する。 

 

③租税特別措置の活用の促進 

工業用機械等の取得等にかかる特別償却制度等の町内事業者への周知や利用相談 

を吉野町商工会等と連携しながら実施し、設備投資を促進する。また、半島振興対策

実施地域において固定資産税の不均一課税の措置を行う。 

 

④農林漁業における取組(農林水産物等販売業を含む) 

 町内の振興作物である促成わらび、ピーマン、ひも唐辛子などはＪＡを通じた

共同出荷の体制を取っている。また、生薬の原料となる「ヤマトトウキ」などの

薬物作物については、近年、葉の部分を薬膳料理の原料として活用、出荷が行わ

れており販売量が増加している。 

 生産者の確保を行ない、生産量を上げていく対策とともに、消費者との直接取

引を行うことが必要である。そのために、直売所の設置や加工業も含めた、六次

産業化に対して支援するなどの取組を進めていきたい。さらに、鳥獣被害を減少

させるための防護柵の設置による対策と鳥獣被害対策実施隊による駆除を並行し

て進める。  
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林業では、施業・経営の集約化や協定取引、生産・加工・流通のコストダウンや 

製品の安定供給の実現など、新たな一環システムの構築が重要である。林業の活

性化を図るために、材の生産から消費までの流通経路を整備し、森林の公益機能

を損なうことのない持続可能な「吉野モデル」の構築を目指す。 

 

⑤商工業における取組(製造業を含む) 

商業の活力を取り戻すためには、観光との結びつき強化も踏まえた対策が必要で

あり、町民のみならず来訪者や観光客も含めた顧客の拡大を模索し、新しい特産品

の研究・開発により「吉野ブランド」づくりを進め、その販売を促進することによ

り、観光と連携した商業振興を進めている。また、吉野町商工会等と連携し、近隣

の大型店舗に対抗できる経営力を構築するために観光分野と連携して、人を呼び込

むイベントやインターネット等を活用し集客を行うなどの新しい取組みを行ってい

く。 

吉野町の基幹産業である木材関連産業については、小規模製材工業の協働化・連 

携強化、加工施設整備や製材関連産業の移転・集約とコンビナート化を図るとと

もに、健康住宅等新しい消費ニーズを把握して、関連製品の開発販売を支援・推

進する。林業の生産性や効率性を高める新しい生産システムの導入を進め、林業

と商工業が連携を深め、生産から消費までの流通経路の整備を進める。 

 

⑥観光振興と旅客誘致に関する取組(旅館業を含む) 

  世界遺産の登録及び日本遺産の認定には、他地域との連携を密にした取組みを行っ

ており、自然や歴史、文化を育み保全・保護してきたところであるが、この素晴らし

い資源を生かした体験や散策、産業ツーリズムや文化財ツーリズム等の新たなメニュ

ーを取り入れた通年型・滞在型観光を推進する。 

 

（２）奈良県の取組 

①半島振興法による租税特別措置の活用 

吉野町は、全域が半島振興対策実施地域になっており、不動産取得税及び事業税の 

不均一課税措置が適用。 

 

②地域未来投資促進法に基づく優遇制度 

地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に沿

って行う事業のうち、国が先進性を確認した事業について、不動産取得税等の税制優

遇が適用。 

 

③設備投資・雇用促進・産業育成の補助金等 

  県では、工場や研究所等を設置した企業が設備投資や新規常用雇用等の一定要件を

満たした場合、補助金を交付することで立地企業のイニシャルコストを軽減。 

 

④旅館業支援のための取組 

  県では、増加する外国人観光客の滞在時間の快適性及び観光地の魅力向上などを
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図るため、外国人観光客の受入環境整備の強化や多様な宿泊施設の創・開業、既存

宿泊施設の改修などに向けた支援を下記のとおり行っている。 

 ・県内で宿泊施設を創業する方のための「創業支援資金」（宿泊施設認定枠） 

  ・県内で宿泊施設事業に進出する方又は県内の既存宿泊施設事業者で、新たに宿泊 

施設を開業する方のための「宿泊施設開業支援資金」 

 ・県内の宿泊施設の増築・改築又は設備の設置を行おうとする県内の既存宿泊施設事

業者の方のための「宿泊施設増改築・設備整備支援資金」 

 ・外国人観光客の受け入れ環境整備のための「宿泊施設バリアフリー化促進」 

「宿泊施設インバウンド対応」の補助金交付 

 

７．計画の目標  

 (１) 設備投資の活発化に関する目標(令和 2 年度～令和 6 年度) 

新規設備投資件数(件）       10  件 

 

  (２) 雇用・人口に関する目標(令和 2 年度～令和 6 年度) 

 新規雇用者数 (人)      50  人 

 移住者数     (人)      20  人 

社会増減率  （人）      ±0    人 

 

   (３) 事業者向け周知に関する目標(毎年度) 

①説明会の実施 

  ・商工会と連携し、事業者向け説明会を年に 1 回開催する。 

 ②Web 媒体等による情報発信 

  ・町のホームページにおいて半島税制関連の内容を周知する頁を作成掲載し、

半島税制関連ページへのアクセス数を年１00 件以上目指す。 

さらに、年に 1 回、町の広報誌等にて事業者等に情報発信する。 

③事業者への直接周知 

・税務窓口や企業相談窓口において、半島税制の周知資料や申請関係書類の 

チラシやパンフレットを用意し提供する。 

 

８．計画評価・検証の仕組み  

 本計画に記載する、施策等については、本町総合計画等において行われる評価、

進行管理を基礎とし、PDCA サイクルに基づいた進行管理と効果検証を行う。 

効果検証の結果については、次年度の施策等に反映させる。 
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９．参考データ等  

【人口】                         （単位：人） 

区 分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総人口 12,427 11,318 9.984 8,642 7.399 

年少人口 1,793 1,322 922 627 473 

（14 歳以下） 14.4％ 11.7% 9.2% 7.3% 6.4% 

生産年齢人口 7,597 6,711 5,690 4,681 3.536 

（15～64 歳） 61.1％ 59.3% 57.0% 54.2% 47.8% 

老年人口 3,037 3,278 3,372 3,334 3,389 

（65 歳以上） 24.5％ 29.0% 33.8% 38.5% 45.8% 

資料：国勢調査 

 

 

【人口動態】                     （単位：人） 

区 分 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 

自然増減数 -123 -149 -159 -111 

社会増減数 -106 -124 -75 -48 

全 体 -229 -276 -237 -161 

                         令和元年：11 月末データによる 

 

 

【観光入込客数の推移】                   （単位：人） 

  平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

吉野山 815,000 700,000 741,000 802,000 727,000 

吉野川 103,000 105,000 109,000 111,000 114,000 

津風呂湖 227,000 235,000 247,000 236,000 224,000 

合計 1,145,000 1,040,000 1,097,000 1,149,000 1,065,000 

（吉野町集計） 

 

 

【産業別就業人口の推移 】                 （単位：人） 

区 分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

就業人口 5,793 5.241 4,382 3,686 3,318 

就業率 46.6% 46.3% 43.9% 42.7% 44.9% 

第１次産業 
307 299 194 148 164 

5.3% 5.7% 4.4% 4.0% 4.9% 

第２次産業 
2,155 1.871 1,560 1,224 1,095 

37.2% 35.7% 35.6% 33.2% 33.0% 

第３次産業 
3,331 3,071 2,628 2,314 2,015 

57.5% 58.6% 60.0% 62.8% 60.8% 

   資料：国勢調査 


