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池田町総合戦略審議会 要旨録 

 

と き ： 平成30年12月5日(水)9：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

【委員】 

益山代利子 会長 髙山明男 副会長 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 小林武広 委員 

佐藤治幸 委員 百瀬 晃 委員 水久保節 委員 塩月寿志 委員 岩岡 實 委員 

田中しのぶ 委員     

【池田町】 

町長    甕 聖章 教育長      平林康男 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 丸山光一 

教育保育課長中山彰博 生涯学習課長 倉科昭二 議会事務局長 大蔦奈美子 総務係長  宮澤  達 

（事務局） 

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

町づくり推進係 齋藤 陽一 

（進行：小田切副町長） 

１ 開  会 （髙山副会長） 

２ あいさつ （益山会長、町長） 

 

３ 協議事項 （進行：益山会長） 

(1) 平成29年度あづみ野池田総合戦略アクションプラン検証について（資料１） 

 (2) 池田町第６次総合計画素案の検討について（資料２） 

（説明：宮﨑産業振興課長、中山教育保育課長、塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

基本目標毎(1)(2)について説明の上質疑応答（以下同様） 

基本目標Ⅰについて 

小澤裕子委員  (1)に関して施策「Ⅰ-1(4)担い手の確保と優良農地の保全・継承」KPI「10

代～40代の新規就農者数」に目標10人増とあるが、この人数は累計か。ま

た平成27年度から29年度までの実績は計3名で、今年度は2名とのことだ

が、目標達成は出来そうか見通しを聞きたい。 

宮﨑産業振興課長  目標 10 人増は累計で、目標達成までにあと 5 名の就農者を増やすことが

必要だが、見通しは厳しい。達成に向けて取り組みを進めていきたい。 

小澤裕子委員  目標を達成するために、アクションプランにある取り組みが要になるの

か。今まで5名就農された方についてどのような事が就農に結び付いたのか

状況を把握し、取り組みを進めているのか、厳しいとお聞きするが、何とか

達成は出来る見通しなのか。 

宮﨑産業振興課長  遊休桑園を解消しワイン用ぶどうを定植するよう、数か所圃場整備を行っ

ている。地権者と賃貸借契約を結び、ぶどう栽培を行う新規就農者が従事で

きるよう受け入れ体制を整えていく。 
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小田切副町長 補足であるが、町に数名従事する地域おこし協力隊は3年の任期満了後起

業などにより地域定着を目指しているが、その内1名が、農業に従事したい

と準備を進めている。 

また空き家を活用した取り組みでは、空き家バンクへの登録物件に農地が

付随していた場合、農地取得の要件（既に三反部以上農地を所有していない

と購入出来ない）を緩和し購入可能とした。新規就農にもつながった。 

そのような多方面からの取り組みにより就農者を増やしていきたい。 

田中しのぶ委員  ワインについて、ワイン特区認定により低量でも醸造可能となったそう

だが、国外へも含め製造販売は拡大していく見通しか。 

またハーブについて、町民の花苗など購入費用助成制度が今年度から変わ

り、無条件で購入助成券を配られることは無くなった。制度変更の効果はあ

るのか。 

宮﨑産業振興課長 小規模でもワインの製造販売が可能となり、それぞれの醸造家がこだわり

の製品が作れるので、それが魅力となり事業展開が図れるのではないか。 

花苗などの購入費用助成制度について、全ての家庭に購入無料券を配布す

る方法から、今年度より購入費用の補助を申請して交付するよう変更した。

現在実績を検証している。改正前と後のどちらの制度が良いのか、数年掛け

て検証していきたい。 

益山代利子会長  この助成制度は何年か続くのか。 

宮﨑産業振興課長  今年度より開始した制度なので、来年度も続け、再度検証していきたい。 

益山代利子会長  「第６次総合計画（案）」での企業誘致の取り組みに関して、昨年度大型

商業施設が開業されたが、まちなかへの影響はどの程度あったのか、及びそ

の対策を計画に入れ取り組もうとしているのか。 

宮﨑産業振興課長  商工会と協力し事業者へ聞き取りを行った結果、コンビニエンスストアで

若干売上が減少しだが、その後は徐々に回復しているとのことである。 

既存の大型店でも特に影響は見られない、とのことである。 

企業の誘致に関して、立地場所について問い合わせは何件かあるが、条件

に合う土地が無く苦慮している。工場団地を作り誘致する方法も考えられる

が実情は難しい。 

また工場の新設などについて助成制度があるが、商店については無いので

今後検討していきたい。 
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百瀬 晃委員  (2)に関して 4(6)「雇用と労働」の主要施策詳細「若い世代と地元企業と

の連携強化」に「企業ガイドブック作成・配布」とあるが、大学への就学な

どで地元を離れた時に最新の情報を得るため、町ＨＰなどにデータベース化

をして掲載すればどうか。 

 また紙面での作成も大事であるので、継続されたい。 

 次に高齢者の就業機会の確保について、シルバー人材センターでは求めら

れる仕事に対して従事する人の年代が 80 歳台まで延びており人数も多く、

仕事が回ってこないため、収入が多く得られない。 

 そこで例えば企業と町がタイアップして、企業が求める１日分の仕事をワ

ークシェアリングにより半日ずつ高齢者が従事するような方策を取ればど

うか。企業が直接雇用する形態となる。全国的に人手不足の中後継者はもち

ろん労働力確保も難しく、事業を廃止する事業所が増えており、今後も状況

悪化が懸念される。転入者増も厳しい状況の中、それをいかに食い止めるか

が重要な課題である。 

 それらの課題解決のために、退職者がまた別の企業で働けるようなしくみ

作りを計画の中で検討されたい。それが生きがいづくりにもなる。 

宮﨑産業振興課長  企業情報のデータベース化については出来ていない。企業への就業に結び

付くためにも、詳細な情報も入れながら作成を検討したい。 

 高齢者の就労確保について、再雇用され就業することは望ましいことであ

る。百瀬委員よりご提案いただいたこと及び、現在国が施策として、農業と

福祉分野を結び付け、高齢者や障がい者が農業に携わることを通して就業に

つながり社会参画が出来、労働力確保にもなる取り組みを進めているので、

合わせて実現できるよう進めていきたい。 

赤田弥寿文委員  高齢者の就労に関して、人手不足のため企業は年代を問わず働き手を求め

ているが、技術を要するような専門分野では、経験の無い高齢者が新たに仕

事を覚えることは難しい面がある。 

 それ以外の業務で、例えば会社が週３回程運転手を欲しい場合、町で高齢

者を中心に就業可能な方の人材バンクを作り、その登録者を必要な時だけ頼

めるようなしくみを作れば、企業のニーズと合うのではないか。 

小田切副町長  民間での計画を紹介するが、空いている公用地を利用して高齢者を中心に

農業の生産体制を作り、収入につなげていかれるような取り組みが検討され

ている。 

茅野雅彦委員  地域おこし協力隊が数名町で活動されているが、３年の任期満了後自立し

ていかれるか不安を抱えている。折角町の活性化のため専門分野に取り組ん

でも、その後定住し生活していけなければ町にとっても損失である。 

 何か方策を取って欲しい。 
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宮﨑産業振興課長  新規就農希望者には農地を斡旋すると共に、県事業により技術指導が受け

られる。また一定の条件を満たせば５年間国の補助金も受けられ、資材費に

も補助がある。 

 ワイン用ぶどう生産者の中には、６次産業化の取り組みとしてワイン醸造

を計画している方もある。 

 就農者が減る中耕作者が増えることは、遊休農地を作らない面からも美し

いまちづくりにつながるので、支援を続けていきたい。 

益山代利子会長  茅野委員の意見に対し、地域おこし協力隊への積極的な情報提供など支援

はあるか。 

宮﨑産業振興課長  地域おこし協力隊には任期満了後起業などの準備をするため、自己活動時

間として一定時間職務免除が認められている。また研修参加費、資格取得費

も認められるし、起業する際には補助金が出る。 

赤田弥寿文委員  地域おこし協力隊が起業して成功するためには助言を得るためのネット

ワークが必要ではないか。逆に商工会関係者でも起業のアイデアがあっても

活かして事業に結び付けてくれる人が居ない。 

 それを相互に活かすために、中小企業・小規模事業者振興基本条例に基づ

く円卓会議をぜひ開催して欲しい。 

 地域おこし協力隊が新しいビジネスモデルを作り、ネットワークを持つ商

工会関係者などがサポートしていくような形になれば良い。円卓会議を定期

的に開催すれば、その成功に近付くと思う。 

基本目標Ⅱについて 

水久保節委員  空き家などの利活用について、観光面から幾つか質問や提言をしたい。 

 総合計画案「観光の振興」の成果指標について、「観光消費額単価」の実

績350円を大町市と比較すると約半分である。池田町は宿泊施設が少ない割

には高めの数値が出ていると言える。また目標は800円と高い。 

 それに対し「観光地利用者延数」が現状値約40万人の所目標が50万人と

あるは、設定がやや低いと思われる。 

 また「観光協会への問い合わせ件数」では、現状2,700件に対し目標3,000

件というのはやや低いのではないか。インターネットの活用により観光の情

報を得ることは出来るが、情報発信の政策が明確に示されていない。 

観光消費額を上げるためには、道の駅を拠点とし宿泊してもらうことが最

大の課題ではないか。新たな宿泊施設建設よりもゲストハウス、民泊などを

整えていく方が良いと思う。そこで空き家の利活用も併せて提言する。北ア

ルプス山麓への国内外からの観光客は増えており、特に外国人は日本らしい

暮らしを見たり体験したいとの希望がある。農家民泊やゲストハウスへの関

心が高い。空き家となっている古民家を宿泊施設として活用すればどうか。

先程地域おこし協力隊の起業について支援をするよう意見が出されていた

が、宿泊業を始める場合、直ぐ古民家を購入して活用するのは難しいと思わ

れるため、借りて起業し、軌道に載ったら買い取るようなしくみを作って欲

しい。  
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小田切副町長  観光については、後ほど施策を審議する際回答することとし、ここでは空

き家活用について回答する。現在設けてある空き家バンクは移住定住のため

であり、買い取り、改修などの補助制度も目的は同様である。 

商工会から空き家を起業など事業に活用した場合にも補助を交付された

いとの希望が出ているので検討していきたい。 

民泊については、現在実施希望者が無く創業には結び付きにくい状態であ

る。 

田中しのぶ委員  町営バス時刻表について、町内巡回線の運行は、最終が午後3時である。

夕方買い物に行っても戻って来ることが出来ないので改正されたい。 

 また電動自転車で車道を運行している人も居るが、歩道が狭く平で無いの

で車道を通らざるを得ないのだろう。歩道を広く整備して欲しい。 

 また除雪に関して道の両端に雪を寄せるので車道が狭くなり、すれ違いが

出来ない状態となる。雪捨て場など他の場所に運搬し、車道はスムーズに通

れるようにして欲しい。 

 宅地造成に関して、南の方には多くあるが北の方には少ない。若者を増や

すための施策なら町の中のバランスを考え計画して欲しい。 

栗林克行委員  人口減少の中自治会活動も課題になってくる。平均年齢の差も開いて来る

だろう。役員を担う機会も増える。(2)に関して 3(2)「住宅対策の推進」の

成果指標「定住促進住宅などの新規分譲区画数（民間開発も含む）」が2023

年度の目標 40 区画とあるが、自治会加入は転入者の意向に沿う形で進める

のか。 

矢口住民課長  町営バス時刻表に関して回答する。運行本数や路線を増やして欲しいと要

望をいただくが、現在の路線でバス7台をフル活用している状況で、これ以

上増やすことは財政上難しい。 

 運行は、町内に一社ある運輸局の一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受

けている運行会社に委託しているが、運転手不足で補充が出来ず、現在の運

行で手一杯の状況だと聞いている。運行時刻に関しては列車のダイヤに合わ

せておりダイヤ改正の際はその都度変更している。複数の路線が通るバス停

では、停まる時間が重ならないよう綿密にダイヤを組んでいる。病院や大型

商業施設には通常通過しない路線も、時間帯によってはそちらを回るよう路

線を設定して利便性を図っている。 

 町の財政状況が厳しい中、今後も限られた予算の中で支出を抑えると共に

出来る限り利便性を図っていく。 
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小田切副町長  住宅施策で宅地造成に関して確かに南部が多いが、近年活用していない土

地の払い下げを行い、民間業者も一部購入し、北部でも住宅造成が予定され

ている。土地開発公社が分譲した宅地では、若い世代が購入しやすい価格設

定となっている。 

 自治会加入につき、本年度加入率を調べると 80％であった。100％加入し

ている地区は2箇所あった。加入していない方の状況を詳細に分析している

訳ではないが、高齢になり脱退した方も中にはあろうかと思うが、転入した

方が加入しないケースがほとんどではないか。若い世代が自治会に入らない

傾向にある。役員を担う世代も50～60代では若い方である。 

 自治会離れは進んでおり懸念される。転入者にも加入を勧めているが強制

は出来ず、打開策を見出すのは難しい。 

丸山建設水道課長  歩道について、以前は設置の仕方が現在とは異なり、車道から15ｃｍ高く

設けたため、宅地などへの出入り箇所は凸凹にならざるを得なかった。現在

は車いすなどの通行に配慮し高低差はほぼなくなっている。 

 新たに歩道を設ける場合は、道路を対面交通が出来るよう改良しないと設

置することが出来ない。現在の歩道を広げることも道幅の基準を満たす必要

があり難しい。 

 打開策として、歩道リメイクという事業が県道で進められている。水路に

蓋をかけできるだけ歩道の幅を広げるものである。ご承知願いたい。 

 除雪については毎年除雪計画をたて、自治会、業者、道路愛護会に委託し

て行っている。計画では降雪の量により4段階のランクを設け、量が増える

と行う路線を順に増やすことになっており、その計画に沿い作業を進めてい

ただく。排雪も降雪の量により行うのでご理解願いたい。 

基本目標Ⅲについて 

塩月寿志委員  子育て支援に関し、保小中一貫型教育について今年度何度も話を聞いた

が、具体的にどうするか示されて来ない。移住して来て、学力の面も含め田

舎でもしっかりした教育が受けられると期待しているのでスピード感を持

ち進めて欲しい。 

平林教育長  現在でも学校で素晴らしい教育をしているが、課題は幾つかある。全ての

子どもが幸せな気持ちで学び、将来自立していけるように、保育園、小学校、

中学校で同じ目線で教育していくようにしたい。もう少し待っていただけれ

ば全体像がお示し出来るので大いに議論していただきたい。 

茅野雅彦委員  全国学力テストの結果が松川村では大変良かったと聞いたが池田町では

どうだったのか、示されていないがどうか。 

 子どもは宝であるし、子育て施策は塩月委員の意見の通りスピーディーに

進めて欲しい。また思い切って多額の予算を掛けることも必要である。商工

会でも子どもの安全を守るため街路灯に防犯カメラを3台設置した。警察か

らも記録の開示依頼が数回来ている。多様化する犯罪から防ぐためにも後 3

～4台設置して欲しい。 
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平林教育長  学力は子供達の将来のためとても重要である。学力テストの結果につい

て、ほぼ全国平均並みだが平均点には重きを置いて捉えていない。経年の変

化によりどの位成長したかを注視し、もっと伸びるためにはどうするか分析

をし、指導に力を入れている。 

 また町には池田学問所の「地域の子どもは地域で育てる」という素晴らし

い精神があり、今後も地域からの子育て支援に協力を願いたい。保小中一貫

型教育もその点も重要に考えているが、出来るだけ早く方向性が出るよう努

めるのでご理解願いいたい。 

中山教育保育課長  防犯カメラ設置について、教育施設では保育園、中学校に設置してある。

道路への設置も先程茅野委員のご意見の通り安全面での抑止力という点で

期待している。設置箇所が増えるよう期待している。 

益山代利子会長  関連して情報提供であるが、松本市では公式のツイッターから随時子ども

の安全に関する防犯情報が送られて来る。池田町ではどうか。 

中山教育保育課長  保育園、小中学校保護者へは緊急時の対応として、町からメールで防犯情

報を送っている。 

田中しのぶ委員  保小中一貫型教育とはどのような形態か。 

 またふるさとを大切に思う心を育てるという点に関して、子どもの頃に体

験したことは良い思い出として残り、幾つになってもふるさとを大切に思

う。力を入れて欲しい。その取り組みとしてあいさつ運動が行われているが、

朝晩すれ違う子どもに声を掛けても返事がない。残念に思う。 

平林教育長  あいさつに関して、池田町の子どもは良く出来ると思っていたので今のご

意見は意外である。地区、団体代表者と学校に朝あいさつに行っても、子ど

も達からはいつも元気なあいさつが聞かれ、こちらが元気をもらっていると

の感想が聞かれる。普段とは違うのか、また学校に様子を聞いてみたい。 

 保小中一貫型教育については、中学校卒業時どんな子どもに育って欲しい

か、その目標に向かい保育園、小学校、中学校同じ目線で教育を行うことで

ある。その中でも保育園の段階をとても大切に考えている。保育園では信州

やまほいく（信州型自然保育）認定制度の認定を受けているが、自然の中で

徹底的に遊び、その中から学び取るとの姿勢で進める。そのような考え方を

小学校中学校でにも繋げていく。学習指導要領では、「アクティブラーニン

グ」主体的・対話的・深い学びということが、学ぶ姿勢として掲げられてい

る。これを子ども達が保育園から中学校の間に身に着けることが出来れば、

将来自立していかれるだろう。 

 また、ふるさと教育にも力を入れていく。地域交流センターに図書館機能

が移転した後、空いた施設の2階に文化財資料室を設ける。そこには荻原井

泉水、島木赤彦など町とゆかりの文化人の資料を展示する。子ども達が町の

文化・自然及び歴史を学び、それに誇りを持ち、将来町外に出ても町の良さ

を思い出す、そんな愛着心を身に着けて欲しいと思う。それも保小中一貫型

教育の一つである。 
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基本目標Ⅳについて 

茅野雅彦委員  農家民泊について、農家の方の所得を上げるためにも力を入れて欲しい。 

 次に町は美しいまちづくりを進めているが、「美しい村連合」から脱退し

た影響は無いか聞きたい。 

 また外国との交流について、松川村では台湾と交流して子ども達が行き来

している。交流には英語圏の国と行う案もあるであろう。町長より将来行う

意向があるか聞きたい。 

益山代利子会長  農家民泊については、引き続きのご意見として頂く。 

塩川課長補佐  「美しい村連合」に加盟していた当時、その影響により観光客が多く訪れ

たということは無かった。特に脱退しても影響が無かったと把握している。 

甕町長  松川村での交流では、特に子ども達がホームステイにより暮らし方がわか

ると共に交流が深まっていると聞く。良いことであり、町でも交流先を探し

ているが、実施には結びついていない。 

 農産物の輸出に関連してマレーシアとの関係が深まり、議員が視察に行っ

たと共にハイスクールの子ども達が中学校を訪れ生徒と交流した。外国に目

を向ける良いチャンスとなった。 

 言葉を学ぶ面からは英語圏の国との交流が望ましいと考える。ニュージー

ランドの子育てを学ぶ機会もあり交流を望む声があるが、遠いという点で懸

念される。 

 引き続き交流先について探していく。 

田中しのぶ委員  観光について、クラフトパークから見る北アルプスの景観は素晴らしいが

交通の便が悪い。電車で来ても、ＪＲ信濃松川駅、明科駅から来る手段が難

しい。アクセスについて宣伝もされているのか。 

 ハーブセンターについて、道の反対側ではハーブの栽培など池田町独自の

取り組みをしているが、道の駅として魅力が乏しい。状況を改善して欲しい。 

 教育分野で、中学校の部活動に関して、トレーニングウェアや靴が高額で

あると聞く。また対外試合に行く時は全て親の送迎が必要となり負担が大変

である。考慮して欲しい。 

中山教育保育課長  部活動に関して、他市町村と比較して特に高額な物を用意する必要がある

とは聞いていない。保護者の送迎について、中学校体育連盟関係の大会では

町でバスを出して送迎しているが、それ以外の練習試合などはお願いするこ

ととなる。ご協力願いたい。 

田中しのぶ委員  学校の授業で使う物とは別に、部活動でウェア、靴など高額な物を購入す

る必要があると聞いたがいかがか。 

中山教育保育課長  それぞれのユニフォームについて、統一しているので左程高額では無いと

認識している。他市町村と比較し池田町だけ高額な物を購入する状況では無

い。 

宮﨑産業振興課長  ワイン祭りなどイベントでは駅からシャトルバスにより送迎を行ってい

るが、通常は、町営バスが入口まで行くだけである。策定中のクラフトパー

ク振興計画の中で、観光面も含めて検討させていただく。 
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益山代利子会長  アクセスに関する情報発信について、町観光協会のホームページには掲載

してあると思うが、例えば明科駅にポスターを貼るなど電車利用者にどのよ

うに周知しているのか。 

内山美恵委員  クラフトパークだけではなく、他の観光地へ行くのにも自家用車が無いと

難しい状況で、二次交通は大きな課題である。 

 町営バスの運行時間などは観光協会のホームページから町のホームペー

ジに繋がる形で案内をしている。また電話で問い合わせの際は、バス停から

の距離を説明の上町営バスの案内もするが、歩くことに自信が無い方へはタ

クシーの利用を勧めている。二次交通について良い取り組みをしている所が

あれば教えて欲しい。 

益山代利子会長  自転車を活用した方策は検討しているのか。 

宮﨑産業振興課長  電動自転車を購入し、来年からハーブセンターを起点としてレンタサイク

ルを行う予定である。観光客が安曇野市穂高から電動自転車を利用してクラ

フトパーク、美術館、ハーブセンターまで来られる状況である。 

 町でもハーブセンターまで自家用車、バスにより来ていただき、そこから

自転車を活用し、町内を巡っていただくことを期待している。 

益山代利子会長  観光面でも広域連携は非常に大切である。 

宮﨑産業振興課長  先程の水久保委員の意見に対し回答する。まず成果指標にある観光地利用

者数などの目標が低いとの指摘であるが、確かに観光消費額を上げるために

は滞在型観光を進めることが大切である。ご意見の通り宿泊施設が少ない状

況で、ビオホテル、ペンション、オーベルジュ、ゲストハウスなど 

あるが、ゲストハウスは外国人の含め利用者が多い。町の南に位置している

が、まちなかにゲストハウスがあれば飲食店の利用も期待出来設置が望まれ

る。 

 そのために要望が出ている空き家、空き店舗を活用した創業支援も必要

で、検討していきたい。 

 観光での広域連携について、白馬村、小谷村にはオーストラリアからのス

キーを中心とした観光客、大町市、安曇野市にも外国からの山岳観光客が多

いので、そこから池田町にも来る体制を作りたい。 

 特にスキー客は滞在期間が1ケ月程と長く、山ノ内町の地獄谷野猿公園な

どへも見学に行くと聞く。池田町にも訪れるよう、誘致を進めていく。 

 副町長、教育長退席 

水久保節委員  第6次総合計画（案）「交流の拡充」の施策に横浜磯子区岡村西部連合自

治会との交流とあるが、人口が多いこの地域と今まで 20 数年も交流が続い

ているし、港から海外へ続いているので、この取り組みが海外との交流の突

破口になるのではないか。 

 今まで積み上げてきた交流の実績を生かし発展する方法を検討した方が、

新たな交流先を模索するより良いのではないか。 

塩川課長補佐  この交流は自治会との交流で、行政との結び付きは薄いため、今の提言を

踏まえて検討していく。 
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全体を通して 

岩岡 實委員  「あづみ野池田総合戦略」は 3 年前の平成 27 年度に池田町人口ビジョン

とともに策定され、人口増対策に取り組んできた。その成果がどうか目標人

口などの検証はいつ行うのか。早く知る必要がある。 

塩川課長補佐  池田町人口ビジョンを改定し、それにもとづき、池田町第6次総合計画（案）

での目標人口を9千人と設定した。 

 今後総合計画は毎年検証していくので、それに合わせて目標人口も検証し

ていく。直近は来年度である。 

赤田弥寿文委員  第6次総合計画（案）「工業の振興」について、成果指標に「製造品出荷

額」が設けられているが、現状値で 2014 年度の実績が記入されている。そ

の後、2015年度から2017年度の値は幾らか。今わからなければ後日でいい

ので教えて欲しい。 

 町が企業誘致など工業振興策を進め、業績が上がれば製造品出荷額が増え

る。納税額も増し町も潤う。町の振興のためこの点はとても大切である。出

荷額の推移を重要視し、増やすためにはどうすれば良いか対策を取る必要が

ある。 

 私が所属する町商工会工業部会は、工業振興の役割を担う。振興策を進め

るためにも実態を把握し目標を設定することが必要である。先程も要望した

が、中小企業、小規模事業者振興条例による円卓会議を早く開いていただき

たい。 

益山代利子会長  大切な意見として受けとめさせていただく。 

 

(3) その他（説明：塩川補佐） 

    第1回審議会開催時には実績が出ていなかった地方創生推進交付金事業「安曇野地域（安 

曇野市・池田町・松川村）農産物／特産品輸出と外国人旅行者誘致事業」のＫＰＩ「外国 

人宿泊者数」の昨年度の数について報告する。 

 

４ その他 

 (1) 総合戦略審議会委員の役割について（説明：塩川補佐） 

   「あづみ野池田総合戦略」は来年度より池田町第6次総合計画に統合するため、計画の検 

証も総合計画審議会と総合戦略審議会の委員を再構成し、総合計画審議会において、行っ 

ていく旨説明。 

 

 

 

 

５ 閉 会 （髙山副会長） 

終了12：10 
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平成31年1月池田町議会全員協議会 要旨録 

と き ： 平成31年1月30日(水)13：30～ 

ところ ： 池田町役場 協議会室 

１ 「あづみ野池田総合戦略アクションプラン 平成29年度事業評価検証」（資料1） 

について 

   宮﨑産業振興課長、藤澤総務課長、倉科生涯学習課長、塩川企画政策課課長補佐説明の上 

質疑応答 

発言者 発言内容 

服部久子議員 移住の取り組みに関して、相談件数77組の内6組が移住されたとあるが、

どの位の年代か、どこから移住されたのか。 

塩川課長補佐  ほとんどが60代以降のリタイア世代、県外からの転入が多い。 

服部久子議員  どこが気に入って来られたのか。 

小田切副町長  豊かな自然環境の中で暮らしたいという方が圧倒的に多い。 

矢口稔議員  池田工業高校地元企業との連携強化に関して、デュアルシステムの紹介用

テレビ番組の放映の際、視聴率と効果がどうだったのか。 

 １回土曜日の午後に放映されただけでは視聴者のターゲットも定まらず

効果が薄い。今後も多くの方が観れるよう、二次利用した方が良いと思うが

どうか。 

宮﨑産業振興課長  デュアルシステムは長い期間地元、企業の協力を得ながら進めて来た。 

テレビ放映に関して詳細は今答えられないが、県の元気づくり支援金を受け

た事業で、以前に報告した通りである。 

地元への就労推進、企業発展及び池田工業高校専攻科設置に結び付くよう

取り組みを更に進めていく。 

矢口稔議員  多くの方が素晴らしい取り組みを知り目的達成に近付くよう、効果的な事

業推進を希望する。 

薄井孝彦議員  ワイナリー構想の推進に関して、設立希望者に対する支援策の検討を行う

とあるが、詳細を聞きたい。 

宮﨑産業振興課長  現在国から補助を受けられるよう進めており、町からは県へ追加補助を要

望するなど支援していきたい。 

薄井孝彦議員  移住の取り組みに関して、移住体験ツアー参加者の内２組が町に住宅を新

築したとあり、取り組みが移住につながっており喜ばしいが、定住関係の補

助実績が書かれていないが、交付はされているか。 

小田切副町長  平成29年10月より補助制度を設けたので、実績はそれ以降のものである。

こちらに掲載の2組は今年度に入り交付を受けている。30年度交付実績は現

在10数件ほどである。 

なお空き家購入に関しての補助は、空き家バンクへの登録物件のみ対象と

なる。 
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横澤はま議員  花とハーブの里再ブランド化の取り組みに関して、講座開催はハーブへの

関心を高め知識を得るために行っていると思うが、住民の関心は高まってい

るのか、意識調査などにより把握する予定はないのか。 

宮﨑産業振興課長  住民にハーブが広まっているかについては、アンケートの取り方も難し

く、把握がしにくい状態である。 

取り組みの一つ目、花やハーブを増やす美しい景観づくりについて、ハー

ブガーデンでの植栽イベント、補助交付により家庭や地域での植栽推進を進

めている。花の里づくり推進委員会での取り組みを含め、花を増やそうと活

動されている方もいるが、集合住宅に居住など環境上難しい方もいる。 

 取り組みの二つ目、ハーブの普及に関して講座には多くの受講者があり、

関心が高いことがわかる。 

 推進には困難な点もあるが、克服し、普及を更に進めていきたい。 

横澤はま議員  新規の取り組みで少子化対策プロジェクトを立ち上げたとあるが、町民の

方はこのプロジェクトに入っているのか。 

 次にひきこもりの方への対応について、相談会が開催されているが実情は

把握しているのか。 

小田切副町長  １点目の質問への回答であるが、取り組みとして定住を図るため、出産祝

い金のしくみを見直し、出産祝い金の額を減らし、小学校、中学校入学祝い

金を支給することとした。 

 また講演会を開催し住民の方と共に先進地事例を学んでいる。参加した方

の一部が親の会として住民組織を立ち上げ、２月に予定している講演会にも

参加される予定で、官民共同した活動が進んでいる。 

塩川健康福祉課長  ２点目のひきこもり傾向の方がどの位いるのか実態把握は難しく、本人か

家族が相談に来られないとわからない。 

相談は年数回開催しており、次回は２月に行う。地道に取り組みを進めて

いく。 

矢口稔議員  社会資本総合整備計画による道路整備、地域交流センター建設が進んでい

るが、この事業の目的はまちなかの賑わい創出である。その検証結果が無い

が、成果と課題はどうか。 

小田切副町長  事業の目的は議員の意見の通りである。事業は 31 年度まで続くので、完

了後検証をする予定である。 

矢口稔議員  池田工業高校生徒が作った交流センターの模型であるが、造られたことが

十分に周知されていない。 

地域交流センターへの関心を高めるため大変価値がある。小中学校や保育

園及び各自治会での集会などに持ち込み、寄せ書きをしてもらうなど、注目

を集めるよう活用すればどうか。 

自治会へは自治会パートナーが持ち込むよう配慮されたい。 

倉科生涯学習課長  地域交流センターについて愛称を募集し、候補を５作品に絞り中学生、高

校生からの投票により選定を進めている。その際完成後どのような建物にな

るか、学校に模型を運び、観てもらっている。 

 今後も模型は十分活用していきたい。 



 

3 

 

立野泰議員  まちなかの空き店舗を活用しての起業支援は検討されているが、現在の店

舗が事業継承され、営業が続いていくよう取り組みが出来ないか。 

 事業継承がされないと廃業せざるを得ず、店が無くなってしまう。 

 将来を見据えての考えを聞きたい。 

宮﨑産業振興課長  まちなかの賑わいは、意見の通り商店があり買い物客が訪れなければ無く

なってしまう。 

 現在商業と工業も含め、空き家、空き店舗を活用しての創業、現在の店舗

改修の費用の補助を検討している。また事業継承も第三者が継ぐことも含め

て支援策を検討していく。 

立野泰議員  取り組みは直ぐ進めないと後継者が居ない所は閉店してしまう。 

 どのように考えているのか。 

宮﨑産業振興課長  直ぐやらなければ行けない対策だと認識している。 

 具体策を十分検討し、予算が伴うものはまた改めて説明する。 

服部久子議員  北アルプス連携自立圏の取り組みに関して、病児保育を来年度より市立大

町総合病院で実施する予定と聞いたが、開始されるのか。 

小田切副町長  平成31年度より実施予定である。 

服部久子議員  先日マレーシアより中学生（日本では高校生にあたる）が高瀬中を訪れ交

流をした。これを発展させこちらから訪問するようにできないか。 

小田切副町長  現在その予定は無い。 

矢口稔議員  移住に関する情報発信に関して、ＳＮＳの活用はとても有効である。ホー

ムページは検索しないと情報が得られないが、ＳＮＳは関係する情報が自動

で入るので良い手段である。以前より開始予定と聞いているがどうなってい

るのか。 

藤澤総務課長  昨年４月開始に向け取り組んで来たが、整備が難しい点がありまだ実施に

至っていない。 

 引き続き整備を進めたい。 

矢口稔議員  ＳＮＳは先程の利点の上、他の方がコメントを投稿することからより多く

の情報が得られ、関心も引き易い。 

 土地分譲の情報発信などにも有効ではないか。ぜひ活用されたい。  

薄井孝彦議員  「住みよいまちとしての魅力の醸成」の取り組みに関連して、新規に認知

症カフェの自主開催への働きかけとあるが、詳細を知りたい。 

 次にハーブ関連の各種教室は学ぶことが多い良い催しであるが、シェアベ

ースにぎわいの利用活性化のためにもそこで実施が出来ないか。 

塩川健康福祉課長  認知症カフェについて、今年度は６箇所で実施されており、自治会などに

よる自主開催も増えている。なお、対象は認知症傾向の方だけではない。自

治会、高齢者が集い昼食を食べるなど開催の仕方も多様である。 

 今後も自主開催が増えるよう、取り組みを進めたい。 

薄井孝彦議員  財政的補助はあるのか。 

塩川健康福祉課長  少額ではあるが、補助している。 
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宮﨑産業振興課長  ２点目の質問に関して、毎月シェアベースにぎわいでカルチャースクール

を開催している。町の事業とタイアップ出来るものは連携して実施していき

たい。 

矢口稔議員  「地域子ども見守り体制の充実・強化」の取り組みに関して、子どもを守

る安心の家の看板が老朽化している箇所があるが、取り替えが必要な箇所は

チェックしているのか。 

塩川課長補佐  子どもを守る安心の家の手続きは自治会長にお願いしており、年度初めの

自治会協議会で、老朽化した看板は、持って来ていただければ交換すると説

明を行っている。 

矢口稔議員  自治会長では薄くなっているか判断が難しいので、青色防犯パトロールの

際に確認し、交換が必要だと思われるものは、職員から交換しますか、と働

きかけて欲しい。 

那須博天議長  要望とする。 

倉科栄司議員  工場も含め企業誘致の、今年度までの進捗状況を知りたい。 

宮﨑産業振興課長  問い合わせは、食品及びクリーニング会社よりあった。産業振興地域であ

る林中工業団地での工場建設を検討した。その際工場排水を下水道に流すと

ランニングコストが大変高くなることが問題となり、建設を断念した。 

 今その地域で生産をしている工場の排水は、下水道整備の前に建設したた

め、直接排水路に流している。 

 今後もこの点は課題である。 

 企業誘致は情報収集に今後も努めていきたい。 

横澤はま議員  ふるさと教育の普及促進に関して、「池田ものがたり」を活用し新任の学

校職員の研修を行ったとあるが、地域と学校が連携し、郷土学習を深めるた

めにこの研修がとても重要である。今後もっと深めていく方向であるか。 

 クラフトパーク振興計画は策定に至らなかったとあるが、現在はパブリッ

クコメントにより意見を募集しているが、住民アンケートにより関心を高

め、意見を聞く予定はないのか。 

那須博天議長 ふるさと教育に関しては、本日中山教育保育課長が不在のため、後日確認

を取っていただくこととする。 

倉科生涯学習課長  クラフトパーク振興計画は既に利用者などから意見をいただき計画案を

策定し、現在パブリックコメントにより意見を募集している。 

横澤はま議員  アンケート実施内容、結果を把握していないが、町民の関心が低いのでは

ないか。もっと多くの町民から意見を吸い上げるようにして欲しい。要望で

ある。 

和澤忠志議員  高齢者サービス事業を計画していた業者が実施を取り止めたそうだが、ど

のような計画であったのか。 

 定住促進住宅取得事業補助金について、自宅に隣接して子ども世帯の家を

建て、風呂など共同利用するため廊下でつなげた所、補助金交付対象になら

なかったそうだが、親の近くに住み定住する目的は果たしているので、補助

要綱を緩和して支給出来るようにすればどうか。 
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小田切副町長 １点目の質問は、サービス付高齢者住宅設置が計画されていたが、国の補

助を受け事業を実施しても経営面で運営困難であると判断され中止となっ

た。 

２点目について、補助は新築を対象としているが、このケースは増築とな

るので交付にならなかった。増築は様々な形態があり対象とすることは難し

い。現在も要綱の改正には至っていない。 

 

２ 「池田町第6次総合計画（案）」（資料2）について 

  塩川企画政策課課長補佐説明の上質疑応答 

 初め～19ページ （第1章～第2章第3節）について 

矢口稔議員  観光の動向に関して、観光地利用者数、観光消費額の推移のグラフがある

が、ハーブセンターは多くの町民が食材購入のため利用しているので、この

中に全て含めて良いか疑問がある。 

 入れるのであれば、町民利用も含んでいるなどと、注釈を付ければどうか。 

塩川課長補佐  意見の通り多くの町民が利用しているが、観光に関する統計データなどに

もこの数値を報告しているので、注釈を付けるかは観光協会などと相談して

対応させていただく。 

矢口稔議員  このグラフの単位は観光地利用者数が千人、観光消費額が100万円で表さ

れているが、この単位で表すことに町民は慣れているとは言えずわかりにく

い。小中学生にも分かりやすいように工夫して表記されたい。 

那須博天議長 要望とさせていただく。 

横澤はま議員 基本理念について、「温かい心」とあるが具体的にどのようなものを指し

ているのか。「子育て、福祉充実、思いやり」などと説明されたが、「幸せ」、

「健康づくり」などもこの中に含んでいるのか。もっと分かりやすく説明し

て欲しい。 

町長の公約は「日本一美しいまちづくり」であるが、「魅力あふれる美し

いまち」とは、前段に書かれたことを進めれば「美しいまち」となる、とい

う解釈で良いのか。 

塩川課長補佐 理念は掲げる言葉であり、目指すまちの姿をイメージする言葉ととらえて

欲しい。具体的な表現にしていくと、文がまとまらなくなる。 

「美しいまち」はもちろんここに掲げた項目だけではなく、人、環境、景

観などいろいろな要素を含む総合的なものと理解されたい。 

矢口稔議員 地方自治体の総合計画に、ＳＤＧｓの目標を反映するよう勧められてい

る。 

基本理念も、ＳＤＧｓの目標達成に向け設け、取り組みを進めるという形

にすれば、町民も受け入れやすくなる。 

総合計画をＳＤＧｓの目標に位置づけないのか。 
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塩川課長補佐 総合計画（案）を策定する際にその点は検討したが、県が今年度から開始

した総合計画に関連づけたばかりで、まだ住民に浸透している段階ではな

い。 

ここで町の総合計画に位置づけても町民は混乱し、違和感があるとの判断

で、今回の総合計画には入れる予定は無い。今後次に続く計画策定の際は取

り入れる必要があると考える。 

矢口稔議員 町民に認知が進んでいるかわからないが、行政担当者の勉強不足により進

めていないのではないか。そこをプロモーションしていくことが行政の務め

である。他の自治体に先駆けて行うことは魅力あるまちづくりにつながる。 

10年後に策定する次の総合計画では位置づけていくのか。それとも改正す

るタイミングがあればそこで行うのか。町長の考えを聞きたい。 

甕町長 この計画（案）には位置づけていないが、目指す方向は一致している。 

「ＳＤＧｓの社会を目指す」というような文言を入れる方法も考えられる。

総合計画審議会で検討すればどうか。 

 20～32ページ （第2章第4節～第3章第2節基本目標1）について 

薄井孝彦議員 「前期基本計画計画推進の方針」について、人口減少、高齢化が進む中、

高齢者の交通弱者対策が入っていないことはいかがなものか。緊急に対策が

必要な重要な課題である。追加した方が良いと思うがいかがか。 

塩川課長補佐 意見の通り重要な課題である。 

しかし今回総合戦略を統合するため、そこで取り組んできたことを中心に

この「計画推進の方針」に入れることとしたため、記載していない。 

他にも課題は沢山あるが、個々の施策に記載してあるので理解いただきた

い。 

薄井孝彦議員 南台地区などでは高齢になり運転免許証を自主返納した後、町営バスだけ

では生活出来ないからと転出する住民も出ており、人口が減る要因の一つに

もなっている。 

デマンド交通の検討も必要で、ここに入れるよう再度検討して欲しい。 

櫻井康人議員 「治山・治水・利水の推進」の成果指標「東山森林整備面積」や「農業の

振興・森林の保全活用」の成果指標「県営事業導入によるほ場整備面積」に

ついて、場所は何処か。町民も知りたいのではないか。 

宮﨑産業振興課長 面積は5年間に実施する目標値を掲げてあるが、いつ何処をやるかは決ま

っていない。ほ場整備はまだ合意が取れていない箇所もある。順次行う。 

薄井孝彦議員 「自然環境の保全活用、美しい景観づくり」の成果指標「花・ハーブなど

による新規の植栽活動・事業の件数」が5年間で1件とは少ないのではない

あか。2～3年に1件とするよう要望する。 

次に「公園緑地の整備活用」の成果指標「新たな観光事業実施」とあるが、

具体策を知りたい。 

要望で、近年観光誘客の手段としてサイクルツーリズムが推進されている

ので、広域連携してサイクリングロードを整備するなど、取り組みを進めて

欲しい。 
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宮﨑産業振興課長 1 点目の質問について場所の確保が難しい。公共用地に行うことを検討し

ているが適当な所が無い。岡堰沿いののり面への実施を検討したが、管理者

などへの理解を得ることが必要で、実施に至っていない。 

目標は1件のままとし、出来る限りもっと増やすよう努力する。 

2 点目の質問について、意見の通りサイクルツーリズムは県全体で進めて

おり連携した取り組みは必要である。町は既に民間団体がマウンテンバイク

コース整備を進め、活動している。サイクルツーリズムも含め新規事業実施

を進めていく。 

薄井孝彦議員 1 点目について、場所の確保は難しいと思うが、交差点に近い所で田や畑

を借りて目立つよう広い範囲で行い、花とハーブの里であることをＰＲ出来

るよう検討されたい。 

横澤はま議員 「公園緑地の整備活用」の主要施策にあるクラフトパーク振興計画策定に

ついて、先程も意見を出したがクラフトパークの有効活用は以前から課題で

あり、アンケートを実施した状況と今後町民の意見集約を行う予定は無いか

聞きたい。 

倉科生涯学習課長 計画策定にあたり、町民からの抽出及びクラフトパーク、美術館及び創造

館利用者へアンケートを実施し、クラフトパーク運営協議会で検討し、計画

（案）を策定しパブリックコメント実施に至ったので理解いただきたい。 

横澤はま議員 アンケートの集約人数は何名位か。 

倉科生涯学習課長 資料が無いので今答えられない。 

薄井孝彦議員 「公園緑地の整備活用」の施策に「中心市街地における公園整備」とある

が、町南部の平地に公園を整備するよう要望する。 

 33～46ページ （第3章第2節基本目標2）について 

薄井孝彦議員 「子育て支援・青少年健全育成」「現状と課題」に全国的に貧困家庭の増

加とあるが、対策を具体的に知りたい。 

塩川課長補佐 経済的支援としては、就学援助費支給、全ての小学生、中学生対象である

が給食費補助などである。 

他に元教員の方々により小中学生希望者へ水曜日の放課後、中学生は夏休

みにも学習支援を行っている。実施の目的は幾つかあるが、塾に行くことが

困難である場合への対応もその中の一つである。 

横澤はま議員 1 点目は「生涯学習のまちづくり」の施策について、図書館の充実に関す

る取り組みが主要施策に無い。地域交流センター建設も進み、今後重要な分

野だがどう取り組むのか。 

2点目は第5次総合計画には基本計画の項目の一つに「家庭教育の充実」

があったが、今回は無い。その取り組みはどのように進めるのか。 
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塩川課長補佐 1 点目について、主要施策に「住民のニーズに沿った図書館運営」と入れ

てある。具体策は「主要施策詳細」に記載の通りで、住民の要望に沿う運営

を目指していく。現在住民の希望者による利用者の会で、施設運営補助の検

討も進められている。 

2 点目について、子育て支援の課題に「全国的に家庭の教育力の低下」と

入れたが、そのような傾向があるため、家庭における子育て支援という意味

も含め、主要施策に記載の通り「経済的サポートの拡充」「体勢強化・環境

改善による子育て支援の充実」「虐待防止対策」などを進める。 

「家庭教育の充実」という言葉は、行政から指導するような言い方である

と判断したことも、表現を変更した理由の一つである。 

横澤はま議員 家庭の教育力が低下傾向にあるからこそ、「家庭教育の充実」は大切であ

る。例の一つが食育である。要望であるが、この言葉を計画に入れて欲しい。 

矢口稔議員 「子育て支援・青少年健全育成」の成果指標「婚姻率」の単位が‰（パー

ミル）になっているが何故か。 

塩川課長補佐 人口動態統計・毎月人口異動調査による結果を目標値としており、そこで

使われている単位を用いている。 

矢口稔議員 現在あまり使われない単位であるため、表記を変更して欲しい。 

倉科栄司議員 「交流の拡充」について、マレーシアから高瀬中学校への訪問やオリンピ

ックの開催が近づき国際交流への要望が高まっている。国内も現在の交流以

外発展していないにもかかわらず、具体的な取り組みの記載が無い。どのよ

うに進めるのか。 

塩川課長補佐 要望が高いことは承知しているが、国際交流については英語圏の国との交

流の方が小中学生にとって良いのでは、との考えもあるため、多方面から交

流先を検討し進めていく。 

倉科栄司議員 大北地域の他市町村では大分前から交流が進んでおり、子どもの交流でも

成果が上がっている。情報収集を進め、早く実現するよう要望する。 

 47～58ページ （第3章第2節基本目標3）について 

 質疑なし 

 59～69ページ （第3章第2節基本目標4）について 

大出美晴議員 「6次産業化の推進」の主要施策「ハーブを活用した産業振興」とあるが、

内容が不十分である。ハーブは農産品の一つであり、育て加工し売ることも

6次産業化ではないか。 

また「町民向けハーブ関連講座開催」はここに掲載すべきことではないの

ではないか。 

宮﨑産業振興課長 主要施策には、6 次産業を幅広くとらえハーブの普及、観光への事業展開

まで記載してある。理解いただきたい。 
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大出美晴議員 人口減少が急速に進む中、働く人を呼び込むためにもハーブの育成、出荷

にもっと力を入れるべきではないか。 

ハーブは良く知られたラベンダー、カモミールだけではなく、インド、東

南アジアなどの料理に香辛料として広く使われ、注目されている。 

観光への事業展開ばかり強調していて良いのか。 

宮﨑産業振興課長 観光への事業展開は総合戦略の中でも発展性がある分野として進めてお

り、こちらへも記載している。 

産業振興のためハーブの生産は引き続き進めていくが、農業振興へ位置付

けている。 

大出美晴議員 観光への事業展開を図るのであれば、もっと内容を充実させるよう要望す

る。 

横澤はま議員 鳥獣被害対策にニホンオオカミが有効であると言われている。対策に結び

付けることが出来るか、検討を要望する。 

服部久子議員 福井県小浜市へ視察に行った際、学校給食の食材は出来るだけ学校区内産

を使用するよう取り組まれていた。そのコーディネートを専門に行う職員を

配置していることが成功の秘訣のようだあった。 

同様にこちらの給食センターでも専門に職員を配置して、小中学校だけで

はなく県立学校や福祉施設への供給も含め、地産地消を進めて欲しいがいか

がか。 

塩川課長補佐 池田松川学校給食センターでも、出来るだけ地元産物使用を進めている。

ある程度量が揃わないと賄えないので、季節により差があるとは聞いてい

る。 

宮﨑産業振興課長 地産地消は非常に大切であり、給食センターも同様に考え進めている。農

産物加工組合カモミールから味噌も仕入れている。 

松川村では協力する団体があり、供給もし易くなっている。池田町でも団

体へ協力を依頼していきたい。 

横澤はま議員 「地産地消」という言葉は時代が遅れている。「地産地食」と変更すれば

どうか。農業振興や健全な食生活を送るためにも地元産の農産物を食べるこ

とを進めて欲しい。 

薄井孝彦議員 6 次産業化の推進について、地域おこし協力隊がシェアベースにぎわいを

使用し特産品開発を進めると説明があったが、生坂村の農業公社のように、

もっと手厚く人と場所を整備し、産業振興に結び付くように進めて欲しい。 

 70～76ページ （第3章第2節基本目標5）について 

 質疑無し 

 77～86ページ （第3章第2節基本目標6）について 
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薄井孝彦議員 「消防・防災・防犯体制の整備」主要施策「防災力の向上」に「ハザード

マップ周知」とあるが、新たな降水量予測にもとづく、高瀬川浸水予測図策

定が進められており、今年9月頃完成予定と聞いている。ハザードマップも

合わせて改正され指示区域が増えると思われるので、対応と周知を希望す

る。 

福祉施設入所者、独居老人の避難に関しても、マニュアルは多く整備され

たがそれだけでは実行に結び付かないと思うので、確実に避難に結び付くよ

う検討願いたい。 

矢口稔議員 「財政の健全化」の成果指標「ふるさと納税年間寄付金額」について、単

位が千円であるが、分かりやすく変えて欲しい。 

次に「実質公債費比率」の目標値が「18％未満」とあるが、財政健全化を

目指して掲げた目標であるのに、財政状況が悪くなる手前の数値を設けてお

り、この値とした理由を聞きたい。 

小田切副町長 2点目について、この数値が18％以上になると新たに借金をするために国

や県の許可が必要となる値であり、そこに到達しないようにするとの目標で

ある。 

総合計画審議会でも目標値が消極的すぎると変更を求める意見も出され

たが、財政シミュレーションは精度の問題もあり確実な予測ではない。 

数値を変更するにしても確実な根拠にならないので、理解願いたい。 

立野泰議員 目標は努力して目指す値であり、18％とはこれ以上悪くなってはいけない

値であるのでふさわしくない。財政シミュレーションによる予測は繰り上げ

償還をしない場合でもそれ程低くなっていない。もっと低い値へ変更された

い。 

小田切副町長 総合計画審議会でも同様の意見が多かったので、見直す方向で検討させて

いただく。 

矢口稔議員 この数値はこれに向かっていくと捉えてしまうと悪い方向へ向かうので

注釈を入れるなど、正しく理解出来るよう工夫されたい。 

次に「行政の効率化・地域情報化の推進」の取り組みについて、事務事業

評価の記載は無いがどう進めるのか。 

小田切副町長 事務事業評価は以前、町から支出する補助金について行ったが、評価の結

果により補助金を改善することは難しく、その後行っていない。 

また以前実施した際は職員による評価であったが、第三者からの評価が望

ましく効果があるため、手法も含め検討していく。 

終了16：35 


