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池田町総合戦略審議会 要旨録 

 

と き ： 平成 29年 8月 18日(金)9：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

【委員】 

益山代利子 委員 髙山明男 委員  茅野雅彦 委員 赤田弥寿文 委員 栗林克行 委員 

内山美恵 委員 横川一登 委員 柳沢 剛 委員 小澤裕子 委員 三枝 是 委員 

岩岡 實 委員 田中しのぶ 委員    

◆欠席 佐藤浩幸 委員 百瀬 晃 委員 水久保節 委員 平林淳志 委員 

【池田町】 

町長    甕 聖章 副町長       大槻 覚 教育長      平林康男 総務課長    藤澤宜治 

住民課長 矢口  衛 健康福祉課長 塩川利夫 産業振興課長 宮﨑鉄雄 建設水道課長 丸山善久 

会計課長 倉科昭二 教育保育課長 中山彰博 生涯学習課長 丸山光一 議会事務局長 大蔦奈美子 

総務係長  宮澤  達    

（事務局） 

企画政策課長 小田切 隆、課長補佐 塩川 亜弥子 町づくり推進係長 寺島 靖城 

 

（進行：小田切企画政策課長） 

１ 開  会 （髙山副会長） 

２ あいさつ （益山会長、町長） 

３ 委員の委嘱 

４ 自己紹介 

 

５ 協議事項 （進行：益山会長） 

（１） 平成 28年度総合戦略アクションプラン評価検証（資料１） 

（説明：宮﨑課長、小田切課長、中山課長） 

発言者 発言内容 

小澤委員 基本目標Ⅰ-1(1)の KPI の実績であるハーブセンター等の利用者延数は昨年

度より 8万 4千人程減少しているが、原因は何か分析してあるか。 

宮﨑課長 安曇野地域全体の観光地利用者数が減っている。過去テレビドラマの舞台に

なった時は地域全体への滞在客が増えたが、その後減少傾向である。バスツ

アーが減っていることが一番の原因だと思われる。更にＰＲに力を入れてい

きたい。 

小澤委員 基本目標Ⅱ-1（2）町営バス割引回数券販売に関する評価・検証の中で「Ｄ

型サービス」とはどういうことか。 

小田切課長 訪問型サービスＤ（移動支援）は、住民グループが主体となり福祉施設と利

用者間の移動支援をするもので、現在町ではそのような動きが無く、広域的

に行えばどうかとの声もあがっているので、今後の課題にあげさせていただ

いた。 

小澤委員 近隣の市町村では行っているのか。 
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小田切課長 大北地域でも行われていないので、地域で広域的に取り組めるか課題であ

る。 

小澤委員 基本目標Ⅱ-2（2）土地利用計画の見直しの今後の課題として、都市計画エ

リアと農業振興地域とが重なっており、今後関係機関との調整が必要とある

が、調整はどのように行いどの位の期間が必要なのか。 

小田切課長 農地を宅地等に転用申請する場合、現在申請を１件ずつしていただかなけれ

ばならず、時間がかかり大がかりな人口増対策がしにくい状況である。 

現在宅地造成のためまとまった区域を転用するよう検討している場所があ

り、そのような場合県との協議が必要となり、許可までに年単位で時間がか

かる見込みである。 

栗林委員 基本目標Ⅱ-3（2）県外からの就労相談が 6 件あり、課題として本人の希望

と地域の需要とをどうマッチングさせていくかが課題とあるが、どのような

ケースか。 

小田切課長 １件目は農業に従事したい方で、複数の種類の作物を作らないと生計を立て

るのが難しいとの見解の中から、果樹栽培も行えればと検討したが、稲作・

畑作が主である当町では難しく、移住に結びつかなかった。２件目は、希望

の職種では求人が無く、就職が難しかったケースである。 

田中委員 １点目 基本目標Ⅰ-1（1）花とハーブの里再ブランド化について、ブラン

ド化も必要であるが、町民の方が日常生活で自然にハーブを使い、それが町

外の方に伝わるよう工夫をすればどうか。例えば防災行政無線でハーブを１

種類ずつ紹介する。県道沿いのプランターに植える、堤防沿いにハーブを植

えて摘み取りをしていただくなど。使い方も数種類紹介して欲しい。 

２点目 基本目標Ⅱ-1（1）まちなか再生について、商店経営者は利益で生

活していかなければならず大変である。助成方法を検討されたい。 

３点目 基本目標Ⅱ-3（1）移住・定住施策について、移住者の方から実際

住んでみると高齢者が歩いて行ける範囲に商店が無い、冬期は凍結もあり大

変であるという声を聞く。移住・定住の説明をする際には、その点を良く事

前に説明することが大切であると思う。 

宮﨑課長 １点目について 花とハーブの里ブランド化推進委員会に部会を設けてハ

ーブの普及方法について検討している。今までも、広報での紹介、まかない

シェアハーブガーデンでのワークショップ及びアロマテラピー・料理講座の

開催等行ってきた。今後も事業を行い、多くの方からご参加いただけるよう

努めていく。又地域おこし協力隊は和ハーブを広める活動も行っている。日

常使っている薬味等も和ハーブであるとの認識も広めていきたい。 

益山会長 ハーブの普及には時間がかかる。数年かけて進めていくことが必要である。 

宮﨑課長 ２点目について 今年度、中小企業・小規模事業者振興基本条例を制定した。

振興には地域全体で中小企業を育てる意識を持つことが大切である。又、中

小企業・小規模事業者振興円卓会議（事業者、学識経験者、金融機関、町民

その他多様な構成員により、具体的な施策を審議し、町に提案する会議）で

今後施策を検討提案し、事業が確実に進んでいるか検証していくことが必要

である。第１回の円卓会議は今月開催予定であり、初めに助成ありきの意識

では無いが、振興策について検討していく。 
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小田切課長 ３点目について 町ホームページで移住・定住者に向けて情報発信している

が、ご指摘のとおり生活の本当の姿は伝えにくい。良く町を知っていただく

ために、次の施策を行っていく。一つ目は都市部での移住セミナーに積極的

に参加し、生の情報を伝えること。二つ目は移住案内ライトツアーで地域的

条件等を体験していただくこと。三つ目はお試し住宅の整備で、今年度二棟

整備する予定である。実際住んでいただき、気候等体験していただきたい。 

田中委員 講習がハーブセンター等で行われているが、特殊なことだけではなく一般的

な方法もわかりやすく行って欲しい。 

まちなか再生について、事業者補助だけではなく、町内での購買量が増える

ように町で積極的な施策を行って欲しい。 

移住案内ライトツアーについて、気候が良いときだけではなく、冬期にも行

い、実態を見ていただくよう工夫されたい。 

益山会長 提案として受けとめる。 

赤田委員 基本目標Ⅳ-4（2）「日本で最も美しい村」連合からの脱退について、理由

を明確にして欲しい。ブランド力が弱いのか、それともコストパフォーマン

ス（費用体効果）が低いからか。 

小田切課長 連合への加盟は当初金銭的負担無の予定であったが、諸事情により多額の負

担をしなければならないことに変わった。負担をする割には連合加盟の他自

治体から当町へ訪れる方は少なく、費用対効果が低い上に、「美しいまちづ

くり」への町民の意識は浸透してきたと判断したことが理由である。 

岩岡委員 資料１の目次について、ページが無く検索しにくいのは何故か。 

塩川課長補佐 次回から付けるようにする。 

岩岡委員 町の人口が現在 1万数十人と 1万人を割る状況に近づいた。自然減且つ社会

減が進んでおり、総合戦略の成果が注目されている。政府は地方創生の施策

を平成 26 年に打ち出したが、既に三年目となり世情の変動は早い。施策を

時代にあったものに変更しながらＰＤＣＡのサイクルで推進していくこと

が必要である。 

小田切課長 ＰＤＣＡの大切さは認識しており、この審議会もその役割を担う。時代に合

わせ施策を変更し、きちんと検証しながら推進していきたい。 

 

（２）総合戦略アクションプラン修正について（資料２） 

（説明：塩川補佐） 

発言者 発言内容 

赤田委員 基本目標Ⅰ-1(2)ワイナリー建設の具体化を構想の研究と変更することに関

して、北アルプスワインぶどう研究会加入者は町在住者のみか。 

宮﨑課長 当町以外に大町市、安曇野市、筑北村の方がある。 

赤田委員 ワイナリー建設希望者はあるか。 

宮﨑課長 当町の方も含め希望者はある。現在のアクションプランは町がワイナリーを

建設するような表現がしてあったが、民間のワイナリー建設を支援していく

ことが町の課題であり、そのために修正をお願いするものである。 

柳沢委員 資料の作り方について、何故アクションプランを修正するかがわかりにく

い。ページの下半分に理由を記入する等工夫されたい。 
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塩川課長補佐 次回から改善したい。 

 

（３）平成 28年度地方創生交付金事業の評価検証（資料２） 

（説明：塩川課長補佐、小田切課長、宮﨑課長） 

発言者 発言内容 

赤田委員 KPI の設定について、適切でないのではないか。都市部企業のメンタルヘル

ス対策に特化したハーバルヘルスツーリズム推進事業は判定にＤが二つも

ある。高額な費用をかけてあるのに、成果があったとは言えずいかがなもの

か。設定が厳しすぎたとも言えるのではないか。 

又逆に、安曇野地域農産物／特産品輸出と外国人旅行者誘致事業について、

KPI に対して実績の数値がとても多く、KPI の設定がゆるすぎる。両事業を

見ると設定が適切でなかったと言えるのではないか。KPI は事業の効果検証

にかかせないものであるので、設定変更を考えているのか。 

宮﨑課長 KPI の判定が低いことは、努力不足でもある。今年度も引き続いて事業を行

っているので、充分な成果が上げられるよう努力したい。 

KPIの設定が適切でなかった結果となったが、設定は大変難しい。 

益山会長 KPI は、（国より認可された地域再生計画の中で設定されており）変更はで

きないそうである。 

塩川課長補佐 安曇野地域農産物／特産品輸出と外国人旅行者誘致事業について、平成 32

年度までの継続事業である。設定は安曇野市・松川村も含めた全体の数値を

対象としているが、当町のみの実績に対して今後 KPIにあたる数値を設定す

るか、関係部署と協議していきたい。 

茅野委員 基本目標Ⅳ-3(1)農家民泊の推進について、目的は農家の所得を上げること

である。そのことをもっとＰＲしていけば、受入先は増えるのではないか。 

又 KPIについて、事業の効果が高かったかどうかの検証は、表面的な数値だ

けで行うのは不十分である。例えば事業の参加者にアンケートを取る等、も

っと踏み込んだ検証を行っていただきたい。 

益山会長 ご意見を大切にし今後の検証に活かしていただきたい。 

赤田委員 基本目標Ⅲ-3(1)若者交流機会の創出の最終目的は結婚ではないのか。少子

化に歯止めをかけることにつながる。若者交流の場の紹介はとても大事なこ

とである。企業訪問をして参加を呼び掛ける等もっと積極的に推進された

い。事業所側も趣旨を理解し、町内在住者だけではなく他市町村から就業し

ている従業員にも参加を促すことが出来るので。 

益山会長 ご意見のとおり情報の拡販に努めていただきたい。 

 

全体を通しての質疑 

発言者 発言内容 

茅野委員 総合戦略の目的は人口増にある。他市町村に比べ、町の施策は規模が小さい。

他市町村と同じような施策のみ行っている。規模が大きく、独自性の高い効

果的な施策を行うべきではないか。 
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小田切課長 移住・定住施策について、空き家意向調査の回答から多様なニーズがあるこ

とがわかったため、今年度創設予定の移住定住補助金について四種類の対象

項目を設けてある。①住宅取得補助②片付補助③改修補助④建物取り壊し補

助である。又①の対象を町外の方だけではなく、町内の方にも広げた所が他

市町村とは違う所であり、町外流出を防ぐことにも通じる。今後も積極的に

人口増対策を推進していきたい。 

茅野委員 移住・定住施策に関して、空き家意向調査結果は、売却・賃借希望者は 3割

にも満たないということだが、各家庭を訪問し、もっと積極的に売却・賃貸

を呼びかけるべきではないか。 

益山会長 要望としてお聞きする。 

 

９ その他  

  特になし 

 

10 閉 会 （髙山副会長） 

終了 11：44 



「あづみ野池田総合戦略アクションプラン平成 28年度事業評価検証」 

及び「地方創生関係交付金平成 28年度事業の推進状況」について 

池田町議会全員協議会 要旨録 

と き ： 平成 29年 9月 1日(金)14：00～ 

ところ ： 池田町役場 協議会室 

発言者 発言内容 

矢口稔議員 KPI が、戦略が着実に行われたか検証する指標として適切に設定されていな

いものもある。また、判定に「‐」とあるものについて何の説明もないが、

どういうことか。 

小田切企画政策課

長 

冒頭でも説明させていただいたが、判定に「‐」を入れてあるものは、計画

期間（5年）最終年度に検証する指標で、一年毎判定はできないためである。 

薄井議員 「北アルプス連携自立圏」推進事業の若者交流について、昨年度は大町市で

開催されているが、圏域全体の事業であるため持ち回りで開催していった方

が良いと思うが、いかがか。 

小田切企画政策課

長 

この事業は持ち回りで開催していく。今年度は池田町で行う。 

薄井孝彦議員 地方創生交付金事業で KPIの判定がＤとなった事業は、次年度交付金が減ら

されることはあるのか。 

宮﨑産業振興課長 ハーバルヘルスツーリズム推進事業について、地方創生交付金を受けたのは

昨年度だけであるが、今年度も継続して実施し、目標に近づけるよう推進し

ていく。 

小田切企画政策課

長 

交付金は通常返還や翌年度事業が縮小されることは無いが、会計検査が入っ

た場合、事業効果が充分ではないと判断され、返還となる可能性もある。 

矢口稔議員 ハーバルヘルスツーリズム推進事業について、効果が上がらなかったのは、

事業の委託先の業者が実施できなかったということか。 

宮﨑産業振興課長 委託先の業者は、業務はきちんと行っていただいたが、町がやるべき部分、

ハーバルヘルスケアトレーナーの認定制度を定めることなどが時間が足り

ず出来なかったことから、事業遂行が充分できなかった。今年度引き続いて

有効に事業を進めるよう努めていく。 

薄井孝彦議員 ハーバルヘルスツーリズム推進事業においてモニターツアーを実施し、メン

タル対策に充分な効果をもたらすものであることが実証されたとあり、良い

結果が出て良かったが、心拍数の測定など町の保健師が行ったのか。北アル

プス医療センターあづみ病院と連携すれば良いと思うがいかがか。 

宮﨑産業振興課長 モニターツアー実施は昨年度業者に委託して実施したことから、計測器用意

からデータ分析まで同業者が実施したが、今後はご提案のあづみ病院との連

携も視野に検討していきたい。 

矢口稔議員 平成 28 年度実施した地方創生交付金事業について、今後 5 年間継続するも

のもあるが、町長は点数をつけるなら何点付けるか。 

甕町長 目標の半分は超えたととらえている。 

終了 15：16 


