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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

吉野町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

奈良県吉野郡吉野町 

 

３ 地域再生計画の区域 

奈良県吉野郡吉野町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町は、水と緑に恵まれた自然豊かなまちで、また記紀の頃より幾度となく歴史

の表舞台に登場するなど、歴史・文化に恵まれたまちです。 

清流吉野川や宮滝遺跡、吉野山の桜、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と

参詣道」などに代表される豊かな自然や長い歴史の中で伝えられてきた歴史文化資

源、またそれらの営みの中で培われてきたまちを支える産業など、先人たちが創意

工夫を重ねて残してくれた数多くの財産は、全国にその名を知られ、多くの人々か

らの憧憬を受け、日本人のこころの源流が今なお息づくまちとして、吉野ブランド

を形成してきました。これらの連綿と受け継がれてきたかけがえのない財産に自信

と誇りを持ち、新しいまちづくりに活かすとともに、この財産を良好な形で後世に

引き継いでいくことが使命です。 

本町では、2011 年度を初年度として策定した「吉野町第４次総合計画」において、

2020 年度の本町将来人口を 7,500 人と想定し、各種施策を進めてきました。 

しかしながら、2019 年 12 月末日時点の住民基本台帳では 6,868 人と人口減少に

歯止めがかからない状況が続いています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口では、2030 年には 4,463

人、2040年には2,966人になる見込みであり、人口減少は更に加速する見込みです。

また、本町は高齢者が多く、若い世代が著しく少ないという人口構造を見ると、こ

の構造を大きく変えるには相当長い期間を要することから、今後も人口減少は避け
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がたいものとなっています。（図１） 

 

経済・雇用環境の面においても、人口減少が労働力人口の減少や消費市場の縮小

を引き起こし、さらなる経済規模の縮小が懸念されるところであり、日常の買い物

や医療など町民の生活に不可欠なサービスをいかにして確保していくかが課題とな

っています。これらの課題に取り組むため、本町の独自性を活かし、その潜在力を

引き出すことにより多様な地域社会を創り出していくことが必要です。 

 本町では、世界遺産に登録されている吉野山を中心とした観光関連産業や、日本

三大人口美林と称される吉野杉・桧を活用した林業、製材業、吉野材の端材を利用

した割り箸産業、1,300 年の歴史を有する手漉き和紙産業など、地域資源を活かし

た産業が今なお根付いています。本町が、将来に渡り、活力ある地域として発展し

ていくためには、これらの歴史、伝統文化・産業、自然などの地域資源を掘り起こ

将来の男女5歳階級別推計人口（2015年は国勢調査による実績値）

男女計 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

総数 7399 6311 5336 4463 3677 2966 2337

0～14歳 473 380 277 207 150 106 75

15～64歳 3536 2611 1966 1512 1173 853 611

65歳以上 3390 3320 3093 2744 2354 2007 1651
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出典：国立社会保障・人口問題研究所（図１） 
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し、それらを活用していく取り組みを進めていくことが必要不可欠です。また、町

民の定住意向を阻害する要因に上げられている雇用環境については、魅力ある地域

産業づくりを進め、安定した雇用を創出するとともに、特に次世代を担う若者が働

きたいと感じる職場環境づくりが必要となっています。 

このような状況認識のもと、町民の潤いと笑顔、感動と感謝の豊かな生活を安全

安心に営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う人財の養成及び魅力ある

就業の創出を一体的に推進し、「憧れ」と「安らぎ」そして自然と一体化するわがま

ち吉野が、将来にわたって活力ある地域社会を実現するため、次の４つ事項を本計

画の基本目標に掲げ、達成を図ります。 

 

 基本目標Ⅰ 地域経済を活性化し、安定した雇用を創出する 

 基本目標Ⅱ 地域のなかで安心して暮らし続けることができるまちづくり 

 基本目標Ⅲ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 基本目標Ⅳ 新しいひとの流れをつくる 

 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 

現状値 

（計画開始

時点） 

目標値 

（ 2 0 2 4 年 度 ） 

達成に寄与す

る地方版総合

戦略の基本目

標 

ア 

町内総生産額（百万円） 20,691 21,000 

基本目標Ⅰ 

１人あたりの町内生産額(円) 2,890,208 3,000,000 

木材木製品出荷額（千円） 6,086,910 7,500,000 

木材木製品出荷額に占める

付加価値額の割合（％） 
26 30 

観光客入込客数（千人） 1,065 1,300 

宿泊者数（千人） 49 60 

イ 
自主防災組織率（％） 96.9 98.0 

基本目標Ⅱ 
町内会・自治会活動への参加 50.6 60.0 
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率（％） 

ＮＰＯやボランティア活動

への参加率（％） 
14.7 20.0 

地域のイベントや行事の参

加率（％） 
51.2 60.0 

近所の高齢者や障がい者の

見守り度（％） 
68.1 80.0 

ウ 

合計特殊出生率（人） 1.1 1.29 

基本目標Ⅲ 

30～34歳の有配偶者率（男性

）（％） 
37.3 45.0 

30～34歳の有配偶者率（女性

）（％） 
39.9 45.0 

年少人口の割合（％） 6.0 7.0 

エ 人口の社会減少数（人） △75 △70以内 基本目標Ⅳ 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

  吉野町まち・ひと・しごと創生事業 

ア 地域経済を活性化し、安定した雇用を創出する事業 

イ 地域のなかで安心して暮らし続けることができるまちづくり事業 

ウ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 

エ 新しいひとの流れをつくる事業 

② 事業の内容 
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ア 地域経済を活性化し、安定した雇用を創出する事業 

「産官学金労言」による連携体制の構築を基本とし、歴史・文化･産業を掘り

起し、研きをかけ、世界に発信する魅力ある地域産業づくりに取り組みます。

また、地域産業関連の起業・創業の意欲を高め、地域人財養成と人財招致に

より安定した雇用を創出するとともに、特に次世代を担う若者が働きたいと感

じる職場環境の創出を図ります。 

■主要な取り組み 

木材関連産業強化事業等 

〇公共施設、民間での町産木材の利用を促進します。  

〇国内外への吉野材の魅力、良さなどのＰＲ促進と販路拡大に取り組みます。 

観光関連産業強化事業等 

〇地域が一体となり事業構想を行い、戦略的な観光地づくりを推進します。 

○おもてなしの心の醸成と、外国語表示看板を始め外国人観光客の受け入

れ体制を強化します。 

○世界遺産を活かした四季を通じての効果的な観光ＰＲを推進します。 

農業関連産業強化事業等 

○新たな農産物の導入促進や、これまでの技術を礎とした良質な産品を新た

に生み出す取り組みを行うとともに、新たな売り場の開拓を始め販路拡大を

図ります。 

○耕作放棄地を調査・分析の上、その解消を図るとともに、鳥獣被害から農産

物を守る対策を強化します。 

      イ 地域のなかで安心して暮らし続けることができるまちづくり事業 

「吉野町まちづくり基本条例」の基本理念に基づいたまちづくりを進め、町

民が安全・安心に暮らし続けることができるまちづくりを進めます。また、地域

が一体となり、吉野の未来を担う子どもたちが地元に郷土愛・愛着心を持てる

ように育みます。 

■主要な取り組み 

地域コミュニティ組織力強化事業等 

〇自治協議会の組織化や地域における人財育成により小さな拠点を形成し、

地域コミュニティの組織力強化を図ります。 
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スポーツ振興事業等 

○2021 年に吉野町を会場として開催されるワールドマスターズゲームズ関西

2021 カヌー競技を始め、その他スポーツ等を通じて多世代で交流できる取

り組みを推進するとともに、近隣町村と連携して子どもたちのスポーツ振興

を図ります。 

ウ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 

吉野の豊かな自然環境の中で、町民が安心して子どもを生み、育てること

のできる環境を整備し、若い世代から「吉野で子どもを生み・育てたい!」と、住

む場所として選び、自ら吉野の良さを発信してもらえるようまちづくりを進めま

す。 

■主要な取り組み 

小中一貫教育推進事業等 

○吉野の未来を担う子ども達の｢学力向上｣「人間関係力の育成｣など、質の

高い教育の提供を目指した｢小中一貫教育」を推進します。 

エ 新しいひとの流れをつくる事業 

吉野の良さ・魅力・ライフスタイルを知り、好きになってもらえるような情報発

信を推進し、吉野での定住・移住という新しい人の流れをつくります。また、世

界遺産登録の吉野山などの地域資源を活用し、一年を通じて魅力ある観光

地づくりを行い、交流人口の増加に繋げていきます。 

■主要な取り組み 

定住促進・関係人口創出事業等 

○「吉野の暮らし」の情報発信を積極的に行い、吉野の出身者や吉野を愛す

る町外の方との交流を促進し、町外から吉野を応援していただく吉野ファン

づくりを推進します。 

○移住希望者が吉野の暮らしを体験できる「移住体験施設」等を整備するとと

もに、「民泊体験」や定住移住体験ツアーを実施します。 

※ なお、詳細は吉野町まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 
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25,000 千円（2020 年度～2024 年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

各年事業終了後（概ね次年度の９月頃）に外部有識者による効果検証を

行い、翌年度以降の取り組み方針を決定する。検証後速やかに吉野町公式

ＷＥＢサイト上で公表する。 

⑥ 事業実施期間 

2020 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで 

 

５－３ その他の事業  

  該当なし 

 

６ 計画期間 

2020 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで 


