
地方創生関係交付金事業の推進状況(平成30年度実施事業)

Ⅰ．地方創生関係交付金事業の検証について

 1.地方創生関係交付金の概要

　各自治体が地方創生を推進するにあたり、地域を活性化させるための自主的・主体的で且つ先進的
な取り組みに対する交付金。
　次のような交付金が次々に創設されている。

   

 2.交付金事業の重要業績評価指標(KPI)の検証について

　 事業の推進状況を測るために重要業績評価指標(KPI)を設定し、外部有識者を含む検証機関におい
て達成度を検証することとされている。

 



事　業　名 事業費（円） うち交付金(円)

1
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
（5年事業3年目）

7,358,703 3,664,563

 【平成30年度実施　地方創生関係交付金事業一覧】
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事業別調書

 １．事業別調書の見方

  達成率が90％以上である

        ①基本目標・施策の柱
                 「あづみ野池田総合戦略」の基本目標とその柱番号を記載。

 　   ②事業費
             　交付金充当分の事業費総額

        ③重要業績評価指標（KPI）の状況
                 重要業績評価指標（KPI）に対する達成率と達成根拠をKPIごとに記載。
                 ・重要業績評価指標（KPI）：事業の推進状況を測る値
                 ・達成状況：KPIの達成割合
                 ・判定：全てのKPIの達成状況を次の基準により判定し、達成率がＣ・Ｄの場合
                                   にはその理由も記載

  達成率が50％以上90％未満である

  達成率が50％未満である（Ｄを除く）

  実績なし

 ２．重要業績評価指標（KPI）の達成状況

判定

      重要業績評価指標３件のうち、Ａ判定（達成率90％以上）は２件となった。
　 （残り1事業は、令和元年12月頃実績値確定予定）
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     事業名

基本目標
（総合戦略）

事業目的

事業費
（円）

7,358,703

事業内容

事業実績

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（5年事業3年目）

担当課
産業振興課　農政係・ 観光

係

Ⅰ　「ふるさと産業」の育成・継承・創出 施策の柱

円（池田町分事業費）

Ⅰ　農産物/特産品輸出
　◇池田町海外販路等推進協議会事業
　(1)農産物/特産品海外販売プロモーション
　　農産物等海外販路拡大
　(2)安曇野地域日本酒販路開拓プロモーション
　　①オーストラリアにおける販路開拓
　　　在メルボルン総領事主催レセプションへの出展
　　　受賞歴があるシェフによる豪州料理と日本酒のペアリングディナー開催
　　　商談会での卸先開拓
　　②酒造会社独自の販路開拓支援
　　③農産物/特産品輸出方法調査
　　　輸出可能量、価格調査及び輸出先の提案等
Ⅱ　外国人旅行者誘致
　◇池田町観光協会実施事業
　　外国人への接遇講習、外国語研修

Ⅰ－１

　安曇野市、松川村、池田町が連携して“安曇野地域”としてのブランド力を高め、農産物輸出及び外国
人旅行客誘致を促進し、雇用の創出、拡大を図る。
　輸出と旅行客誘致は、輸出品の購入者が安曇野に興味を持ち旅行者として訪れ、また品物を購入して
帰国し、安曇野の情報が広がるよう、相乗効果を狙う。

Ⅰ　農産物/特産品輸出
　◇池田町海外販路等推進協議会事業
　(1)農産物/特産品海外販売プロモーション
　　　アジア地域における販路開拓として、昨年度、マレーシアの首都クアラルンプール市内２カ所にて
　　　実施した「池田町フェア」の実績をもとに、富裕層をターゲットに現地バイヤーと折衝し、現地飲
　　　食店に業務用（メニューの一部として提供）で少量・高価に提供し顧客の情報拡散や販路開拓が狙
　　　える店舗をクアラルンプール市及び邦人の居住者の多いペナン島の２カ所で選定し池田町フェアを
　　　実施した。
　(2)安曇野地域日本酒販路開拓プロモーション
　　①オーストラリアにおける販路開拓
　　　白馬に多くのオーストラリア人が訪れており、長野県の知名度が高いことからオーストラリアをターゲ
　　　ットにし、３蔵合同のプロモーションを安曇野市、池田町、松川村の観光ＰＲも兼ねて実施した。在メ
　　　ルボルン総領事主催レセプションへのAZUMINOブースを設置し行政、経済、教育、芸術等の要
　　　人、富裕層の集まる場でPRを行った。
　　　　また、受賞歴があるシェフによる豪州料理と日本酒のペアリングディナー、現地取扱いバイヤーの
　　　発掘、商談会を実施した。
　　②酒造会社独自の販路開拓支援
　　　安曇野地域の3酒蔵の独自の販路開拓支援のため安曇野市、池田町、松川村で3酒蔵をそれぞれ
　　　で担当し、池田町担当の福源酒造へ中国（北京市）、トルコ（イスタンブール市）での活動に対し補
　　　助を行った。
　　③農産物/特産品輸出方法調査
　　　マレーシアへの日本酒輸出に係るライセンス取得の調査をし36種を申請をした。
Ⅱ　外国人旅行者誘致
　◇池田町観光協会実施事業
　　外国人への接遇講習、外国語研修



事業実績

達成状況
(％)

判定

1 100% Ａ

2 100% Ａ

3 100% Ａ

※1　リーサス　内閣府のまち・ひと・しごと創生本部が運用している、産業構造や人口動態、人の流れなどに
関する官民のデータを集約し、状況を分かりやすく図式化したシステム。 地域経済分析システムともいう。

60,261人
[出典：リーサス※1　観光マッ

プ　外国人滞在分析]
池田町独自調査による町内
への旅行者数810人(前年度

＋310人)

海外プロモーションの成果による安
曇野地域（安曇野市・池田町・松川
村）の外国人旅行者数　40,003人

※2　新規海外販路開拓数内訳
　　　　安曇野市：イギリス、オーストラリア、マレーシア、韓国
　　　　松川村：シンガポール
　　　　池田町：マレーシア

6※2

算定根拠

安曇野地域（安曇野市・池田町・松
川村）の外国人宿泊者数　11,075人

23,446人
(長野県外国人延宿泊者数

調査）
池田町実績　130人(前年

度－170人)

重要業績評
価指標 （KPI）

の状況

重要業績評価指標（KPI）

Ⅱ　外国人旅行者誘致
　　本年度、池田町観光協会主催にて、外国人旅行者の受入が想定される事業者等（飲食店及び
　　体験施設等）を対象とした文化・習慣の異なる外国人に対する接遇やコミュニケーションを
　　とるための会話講（英語圏・中華圏・ベトナム）を開催し、事業者のスキルアップを図った。

　　　外国人接遇セミナー　　　　　　　　　　2回
　　　接客用英語講座　　　　　　　　　　　　9回
　　　ベトナムコミュニケーション講座　　 　1回
　　　（役場職員対象講座として開催）

安曇野地域（安曇野市・池田町・松
川村）の農産物/特産品の新規海外
販路開拓数 4
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令和元年度 第１回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 令和元年 11月 21日(木) 9：00～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

（進行：丸山課長） 

１ 開  会 （丸山課長） 

２ あいさつ （甕 町長） 

３ 委員の任務について （説明：塩川課長補佐） 

４ 委員の委嘱  

＜丸山課長より、益山委員は助言者としての位置付けである旨説明＞ 

＜自己紹介＞ 

５ 会長及び副会長互選 

＜丸山課長より腹案の提示（会長丸山史子 委員  副会長 髙山明男 委員）＞ 

＜拍手により全員の賛同を得る＞ 

＜会 長 丸山史子 委員 副会長 髙山明男 委員 に決定＞ 

＜丸山史子会長、髙山副会長より就任のあいさつ＞ 

＜丸山課長より、本日の会議終了予定は 10 時 30 分であること、益山委員は仕事の都合上その時

間になったら退席する旨説明＞ 

 

６ 議事（進行：丸山史子 会長） 

(1)池田町行政評価 方針と概要について（4ページ 説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

 ＜質疑なし＞ 

 

 

 

 

（委員） 

丸山史子 会長 髙山明男 副会長 

薄井 治 委員 森泉恵子 委員 鈴木俊輔 委員 綿貫幹雄 委員  

山﨑 猛 委員 矢嶋 慎 委員 百瀬 晃 委員 水久保節 委員 

益山代利子委員 高野雅彦 委員 赤田伊佐雄委員 牛越邦夫 委員 赤田弥壽文 委員 

（欠席  塩原 長 委員 内山美恵 委員 小澤裕子 委員） 

（池田町）  

町長 甕 聖章 副町長 小田切隆 総務課長 宮﨑鉄雄 住民課長 蜜澤佳洋 

健康福祉課長 宮本瑞枝 産業振興課長 宮澤 達 建設水道課長 丸山善久  

会計課長 伊藤芳子 学校保育課長 寺嶋秀徳 生涯学習課長 下條浩久  

議会事務局長 塩川利夫  

（事務局） 

企画政策課長 丸山光一  課長補佐兼町づくり推進係長 塩川亜弥子  

町づくり推進係 丸山佳男 竹村勇輝 



(2)平成 30年度行政評価について（資料 1 説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

牛越邦夫 委員 資料配布が遅く、十分に検討する時間が無かった。 

 初めに、審議会は行政評価結果に対し何をすれば良いか会長よりご説明い

ただきたい。 

丸山史子 会長 評価対象の平成 30 年度は第 5 次総合計画の最終年度である。その点に重

きをおいて、総合戦略の取り組みも併せて評価することである。 

牛越邦夫 委員 総合評価結果について、幾つか問題があると思う。 

2(1)子育て支援・青少年健全育成の成果指標にある「1 年間の出生数」の

実績が前年度の半数近くに減っている。「20 代、30 代の純移動数」も減少

数がとても増えている。これは危機的な状況であるのに、総合評価が「Ｂ概

ね順調」とあるのは適切では無い。他にもそのような箇所が幾つかある。 

町の状況がわかる資料は全て公開していただき、それに対して審議会が議

論をして評価をすることが大事である。それなのにもう評価が決定されてい

るので、審議会として何をすべきか、その点を明確にして欲しい。 

塩川課長補佐 評価は内部で検討した判断結果である。審議会でいただく意見により判断

結果を変えるのでは無く、目標に対して取り組み方が適切であったのかご意

見をいただき、公表するとともにその指摘をＰＤＣＡサイクルにより今後の

町の取り組み方を変えていく、そういう位置づけで意見を伺っていきたい。 

百瀬 晃 委員 評価結果の見方について説明がされていない。資料 5 ページ 2(2)に シー

トの構成、評価の仕方について記載がされている。指標の評価及び総合評価

の付け方について説明を先にすべきであった。 

その上で、町が評価した結果についてというよりも個別の取り組みについ

て不十分なものを今後どう改善していくか、その点について意見をいただき

たいということではないか。 

評価結果はルールにより付けられているのでそれは変えずに施策方法の

改善に活かすための意見を出していく、そういう審議の仕方ではないか。事

務局がそれで良ければそのように理解いただければどうか。 

塩川課長補佐  百瀬委員の意見の通りで、今後の施策改善について意見をいただきたい。 

山﨑 猛 委員 総合的な見方について提案がある。2(1)子育て支援・青少年健全育成の総

合評価は「Ｂ概ね順調」となっているが、設けられた評価の基準によりこの

結果になった。ＰＤＣＡサイクルにより改善を進めるとの話をされたのでそ

のチェックの所で、何が問題点として明らかになりどこが課題でそれを改善

しなければならないか、それをどうやって抽出するかその考え方の提案であ

る。 

指標の中で、何か取り組みを行ったそのやったことについて設けてあるも

のと、その取り組みにより動態がどう変化したか、その動態の結果について

設けてあるものがある。この二つを分けて考えていけばどうか。 

動態の結果に着目すると、課題が明らかになる。施策の全体評価に付けら

れたＡＢＣの中にある、動態がどう変化したか設けられている指標の結果を

取り上げれば、ＰＤＣＡのチェックの部分が明確になる。検討されたい。 



丸山史子 会長 意見は最もである。成果指標の内動態がどう変わったか示した結果に着目

し、どこに課題があるか取り上げていきたいので、そのような視点で結果を

確認し意見をいただきたい。 

小田切副町長 補足であるが、指摘されている課題について、資料の評価シート「４ 取

り組み結果、課題」に記載をし、その課題について「５ 総合評価」の判断

を付けているのでご理解いただきたい。 

丸山史子 会長 特に着目して審議したい施策として、総合戦略で取り組んで来た地方創

生、人口減少問題はとても重要課題であるので、このことに関する評価結果

について意見をいただきたいがいかがか。 

高野雅彦 委員 県では現在総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」により政策を

推進している。その計画の中で目標設定する際にアウトプット指標とアウト

カム指標を分けて考えている。アウトプットは施策の部分で「何々をやりま

した」ということ、アウトカムは先程意見が出された動態の結果であり、施

策の工夫・目的が表される。 

例えば 2(1)子育て支援・青少年健全育成の施策で何を目的に行っているか

というと、成果指標にある合計特殊出生率を上げるなど人口減少問題に対応

するためであると把握し、その観点で成果指標結果を見ると、「若者交流開

催頻度」等はアウトプット指標であると分けて考えていく必要があるのでは

ないか。 

特に先程も指摘されていたが、出来ていない部分について要因分析をしっ

かり行い、次の施策につなげていくことが一番大事で、その部分がＰＤＣＡ

サイクルを回す上で大切であるので、もう少し分析を深めれば良い評価にな

るのではないか。 

丸山史子 会長 成果指標結果の内出来ていない項目について要因を分析し議論を深めて

いくことが、次の施策につながるという指摘がされたので、そのように分析

しそれから次どのように対策を取ればいいか、とつなげていきたいのでその

方向で意見をいただきたいがいかがか。 

赤田伊佐雄 委員 言葉の確認をしたいが、資料 6ページ 2(2)シートの構成、評価の仕方③成

果指標状況の説明の中に「基準値」とあるが、これは何を指しているのか。 

塩川課長補佐 2017 年度（平成 29 年度）の現状であり、それに対して 2018 年度（平成

30年度）の状況がどうかという点を比較し意見をいただきたい。 



赤田伊佐雄 委員 評価は、前年の値に対してではなく、計画の目標に対してのものでなけれ

ば結果を見誤ってしまうのではないか。前年の状況より悪くなっても、町の

施策としてそこは重要ではないと判断すれば低下してもかまわないことに

なる。計画の目標値に対して評価をしなければならないのではないか。 

平成 30 年度は第 5 次総合計画の最終年度であったので、この計画はどの

ような目標により取り組んで来たが、ここが及ばなかったのだという評価を

する必要がある。その着地点見込みにより第 6次総合計画を作ろうとしてい

るはずなので、そこに誤差が出れば早急に訂正しないと第 6次総合計画はた

だの物語になってしまう。 

もう 1 点成果指標結果に「評価なし」とある項目が 14 件もある。この件

数は全体の 10％にもなるのに、ただ「評価なし」と片付けて良いのか。数字

上で出ないならば行動面でこのような取り組みをしたので結果どうなった

かということを明らかにしないといけないのではないか。 

小田切副町長 行政評価結果を出すために 2週間をかけてヒアリングを行って来た。その

際意見にある通り事務局にはこの値は「基準値」ではなく「現状値」ではな

いかと指摘した。 

また評価対象を何故このようにしたかと言うと、目標設定が 1年度何回や

れば良いという単年度結果を求めるものと 5年後最終的にこの数値に上げよ

うと設定している目標値がある。目標到達に達成する手法が異なる項目もも

ちろんある。そのため本当に前年度現状値に対する評価で良いのかという議

論もあった。しかし評価対象を決めないと項目によって比べ方が異なるとい

う訳にはいかないのでこのようなルールにより評価することになった。 

実績値の状況については、成果指標毎記述してある上、先程も説明した４

に「取り組み結果・課題」として記載しているので、最終評価の判断は幾つ

かのステップを踏んだ上で出されている。指標結果の状況により最終判断を

しているが、意見が出されている通り指標の重要度は異なるため、指標結果

の数だけで決定して良いのかという点は確かに課題として残る。その点も意

見を伺う中で改善すべき所は改善していきたい。 

高野雅彦 委員 参考までに県が評価する際の手法について紹介させていただく。県は目標

年度がずっと先の場合その年度の目指す目安値を内部的に設定して取り組

んでいる。目安値の設定の仕方は毎年度同じ値だけ増える設定にしてあるも

のや、初めの年度は値が低く、年度が進む毎に上げ幅が大きくなる設定の仕

方もある。 

また実績値が算出出来ない項目については、出来る限り状況を把握できる

データを捉え暫定的に見込値として評価を行っているケースもある。それで

も算出出来ないものは「評価なし」として公表せざるを得ないが、そんな方

法を取っているので参考に願いたい。 

水久保節 委員 会議終了予定時間が近づいているが、集まる機会も限られているので時間

を延長して議論するのか検討いただきたい。 

また益山先生が退席する時間となるので専門家として意見をいただきた

い。 

丸山史子会長 少し延長して議論することとしたい。益山委員より意見をいただきたい。 



益山代利子委員 議論されている通り町から出された評価に対し、委員会として何を基準に

して評価をするのか非常に重要な点であるので、全員が同じ場所に立って議

論出来る流れを作るためには、今出された意見はとても貴重で次回に活かす

ようにしていけばどうか。 

資料の作り方については県の手法を参考にしてどのようにもっと分かり

やすい目標値を作るのか、あるいは町がやって来たこととその結果どういう

効果が得られたのかという結果の部分を、本来であれば個別の案件について

記載していけば良かったと考える。 

それを全体で総合的にまとめるということを加えると、この指標について

取り組んだ結果こういう結果が出た。ではここで課題について議論しようと

いう方向に持っていけばよいのではないか。 

また第 5次総合計画の最終年度であるので、その計画全体の評価として議

論するのか、あるいは単年度の評価をするのか、という点も資料に入れてい

けばよかったのではないか。 

今回はおそらく時間が足りないので、何をどう審議するのかという点を全

員が理解できるようにまとめられたら良いのかと思う。 

鈴木俊輔 委員 数字だけ見ても評価は難しい。例えば 4(5)6次産業化の推進の成果指標「ハ

ーブセンター利用者延数」を例に挙げると、人数は増え順調という評価が付

けられているが、売り上げはどうか、また利用者の質的な評価はどうなのか

という部分がこの成果指標状況だけではわからない。違う観点でそのような

結果を示してもらえば判断材料として良いのではないか。 

これからこの評価結果をもとに第 6次総合計画施策推進を進める上で、町

として一番目指すビジョン、バックボーンになるようなものが必要である。 

各施策でそれぞれの目標に向かうだけではなく、一番大きな町の目標を、誰

もが見てわかり、共有して取り組むことが出来るよう示せば良いと考える。 

水久保節 委員 例えば 4(4)観光の振興の成果指標「観光消費額単価」について、前年度の

数値が約 350円だった所約 250円に低下している中、2023年度の目標値 800

円を目指していく上で、観光分野で投資はどうだったのか当然把握しないと

いけない。 

また何故低下しているのか、明らかになっていない。町の観光施策はハー

ブを中心に積極的に展開しようとしている中で指標結果が低下していると

いうことは、折角多額の投資をして取り組んでいるのにその分の効果が出て

いないという結果になる。観光客が増えているのに消費額単価が下がってい

る要因の分析が必要である。更に消費額総額の値はどうなのか、その要因は

何だということを見える形で分析をしていかなればならないと考える。 

丸山史子会長 指摘が沢山出ているので、評価の仕方について事務局でもう一度検討する

ことは出来るか。 



塩川課長補佐 評価についていろいろ意見をいただいているが、第 5次総合計画全体の評

価は平成 29年度に実施し、その結果を基に第 6次総合計画を策定している。

第 5次総合計画の目標はアウトプット指標が多く、取り組みの結果どのよう

になったかという点がその目標と比較しても把握出来ない。 

総合戦略の目標値と比較することも、策定した際手探りの状態であまりに

大きい数値を掲げてしまったので、現状とかけ離れすぎており的確な評価が

出せない。 

平成 30 年度は第 5 次総合計画の総括が済み第 6 次総合計画目標を見据え

て取り組んでいる時であったため、経過的な措置として前年度数値との比較

という形で提示させていただいた。今から評価の仕方を変更することは難し

く、副町長から説明があった「取り組み結果、課題」に記載してあるので、

そこで把握出来ないことは質問していただき、回答する形でお願いしたい。 

丸山史子 会長 今の説明を受け、この取り組みについて更に詳しい分析が必要だという点

や、改善に向けた点について意見をいただきたい。 

益山代利子 委員 第 6次総合計画冊子には過去からの状況の推移が記載されているのでそれ

も参考にしながら、計画はどうなっていて、どんな取り組みをして結果はど

うだった。では今後どうしたら良いかということをもう少し計画書を活用し

ながら説明していけばどうか。 

赤田伊佐雄 委員 先程の事務局の説明について、計画の目標値が実態に合わないから検証の

仕方が無いと捉えたが、だったら計画は何なのかという話になってしまう。 

当初の想定よりぶれが起きることは当たり前なので、最終目標を変更せざ

るを得ないなら変更すれば良い。 

第 5次総合計画を策定し、目標を大きい差があってもそれは結果だからし

ょうがない。けれどその理由として、状況がこのように変わってしまったか

らこうなったとか、ここが大きい課題として残ったという次につながるよう

な検証は必要である。 

目標値に対しての結果が不十分だからどうかということでは無く、第 6次

総合計画にどのように繋げていくのか、そのための検証でなければならな

い。 

状況や町民のニーズが大きく変わったのであれば、その状況を説明し、こ

こはもう少し力を入れたいというような検証の仕方も必要ではないか。 

小田切副町長 先程事務局より誤解を招くような説明があったため改めて補足させてい

ただくと、次第の 6 ページの図の通り、平成 30 年度は第 5 次総合計画の他

にあづみ野池田総合戦略にも取り組んでいた。今年度スタートした第 6次総

合計画にはあづみ野池田総合戦略を統合し、一本化した。そのため、その成

果指標には第 6次総合計画で新たに策定したものと、総合戦略から移行した

ものがある。移行したものには現実にそぐわないものもあったが、まだ総合

戦略計画期間が終了していないため指標そのものは変更できなかった。 

今後そのような項目を見直しすることも、検討の一つとさせていただきた

い。 



牛越邦夫 委員 議論は急がなくて良いと思う。次回は 1月に予定されているので、その間

委員は何をすべきか、事務局から追加資料が出されるのであれば早めに出し

ていただき、今回議論されたことを踏まえて提案するよう進めて欲しい。 

また意見であるが、今回内部評価をしたが今後モニタリングのように公開

し、いろんな所から観察し記録をして検討する。審議会も責任を持って評価

する、そのように改善していけば良いと考えるので、総合評価についてこれ

で決まりということではなく、もう少し議論をした方が良いと思う。 

塩川課長補佐 評価を付け直すというご提案をいただいたが、今回提出した結果について

町の取り組みでどんなことが足りないか、という観点で検討いただければど

うかと思うがいかがか。また再度審議する機会については検討して依頼させ

ていただく。 

丸山企画政策課長 補足であるが、評価についての説明が本日不十分であったため、改めて説

明する機会を設けさせていただきたい。また改めてご案内させていただく。 

丸山史子会長 それでは委員はこの資料を次回までによく検討するということにしたい。 

 

(3)平成 30年度地方創生交付金事業の評価検証（7ページ 説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

 ＜質疑なし＞ 

(4) その他 

発言者 発言内容 

塩川課長補佐 次回説明をし直し議論をすると、それだけで終わってしまうので、事前に

文書で質問・意見を出していただき、回答を示した上で次回の審議に臨むよ

うにしたいが、いかがか。 

百瀬 晃 委員 基本的な整理であるが、もう第 6次総合計画は策定されて進んでいる、そ

こを前提にして考えなければならない。 

第 6次総合計画の冊子の中にあるが、第 5次総合計画の成果と検証は行わ

れている。ということは、平成 30 年度は第 5 次総合計画全体の評価ではな

く、単年度のみの評価が目的ではないか。 

第 5次総合計画の評価は終わっている、その結果に基づき第 6次総合計画

が策定されている。総合戦略も統合した。策定の際課題となったものについ

て具体的な説明が必要ではないのか。検証結果には課題解決の方法が記載さ

れていないのでそこを明らかにすることが必要である。 

今回冒頭で本日はどのような観点で何を審議したら良いということを明

確に説明いただければ良かったのではないか。 

第 5次総合計画での反省を踏まえてこのように計画をたてました。何が課

題であって、今後どのようなことを改善する必要がある。それをどのように

第 6次総合計画に入れたということを説明した上で、場合によっては成果指

標の数値について適切では無いので、こういうものを入れた方が良いので

は、というように意見をいただきながら検証していけば良いのではないか。 

牛越邦夫 委員 今後の審議の仕方について、事務局の提案通り各自本日出された資料を検

討し質問意見を提出し、町から回答を事前に出していただき、次回審議すれ

ばもっと深まるのではないか。 



丸山史子 会長 時間の制約もあり全員から意見をいただくことが出来なかったので、事前

に文書で意見を出し、回答をいただいた上次回審議することとしたい。 

小田切 副町長 牛越委員の意見の通りである。ただ文書で委員から意見を出され回答した

だけでは事務局とのやり取りだけで終わってしまうので、それをどなたから

どんな意見があったか、回答はどうなのかと示した上で審議することとした

い。 

塩川課長補佐 質問、意見の様式をお送りし、いつまでに提出いただきたいと改めて依頼

させていただく。会議の日程は早めに決めてご案内させていただきたい。 

意見への回答を事前に示した上で会議を開催したい。 

水久保節 委員 意見はメールで提出したいので、送り先のアドレスを教えて欲しい。 

塩川課長補佐 そのようにさせていただく。 

７ その他   

事務局から、会議報酬振り込み先について説明 

８ 閉 会 （髙山副会長）  

 



池田町議会全員協議会 要旨 

と き ： 令和 2年 1月 30日(木)9：30～ 

ところ ： 池田町役場 協議会室 

「平成 30年度 地方創生関係交付金事業の推進状況」について 

（資料 政策等の形成過程説明資料 P1～6） 

 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 

矢口稔議員 ①KPI について、観光客人数が指標となっているが、金額は把握出来てい

るのか。 

②外国人宿泊者数について、安曇野地域全体では目標に達しているが、町

の実績は前年より減少している。状況を聞きたい。 

塩川課長補佐  ①について、行政評価に実績が記してある。資料 1 P53「外国人旅行者年

間観光消費額」は 89万円となっている。 

②について、外国人旅行者数は増えているのに宿泊者数が減っていること

がこの実績にも表れており、観光消費額も減っている状況である。 

矢口稔議員  金額というのは、この事業に対する費用対効果のことを尋ねているが把握

出来ているのか。 

宮澤産業振興課長 費用対効果は算出出来ていないが、輸出する品物のライセンスを取得し、

輸出が出来るようにしていきたい。 

矢口稔議員 要望になるが、そこが一番大事である。平成 29 年度からマレーシアへの

プロモーションを行っているので、売上がどの位あるか、きちんと把握して

欲しい。 

大厩美明議員 外国人旅行者誘致事業について、セミナーや講座が数回開かれており、こ

のような開催によりコミュニケーションを図ることは良いことであるが、参

加人数はどれ位か。 

宮澤産業振興課長 接客用英語講座について、事業所に出向いて行ったこともあり、行った回

数のみで参加人数は把握していない。 

薄井孝彦議員 農産物輸出とは、具体的には何を指すのか。 

宮澤産業振興課長 数量の確保に課題があるため、現在日本酒のみ輸出している。また取引が

出来るか検討していただくため、バイヤーの求めに応じておやき、野沢菜な

どを送っている。 

「平成 30年度 行政評価」について 

（資料 政策等の形成過程説明資料 P7～11、資料 1 平成 30年度事業 評価検証） 

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  政策等の形成過程説明資料 P10 26行目について、意味が良くわからな

い。書き間違いではないのか。 

塩川課長補佐  全国的な課題である上、町ではそれに加えて交通・居住環境等の課題があ

るという意味である。 

矢口稔議員  この評価は施策評価により行うとのことだが、資料 政策等の形成過程説

明資料 P8図を見てもわかるように、事務事業評価を行った上に施策評価

を行うべきではないのか。 



塩川課長補佐 評価にあたり、事務事業評価も併せて行っている。 

矢口稔議員 資料 1 P13～18 「子育て支援・青少年健全育成」施策の評価は「Ｂ概ね

順調」とあるが、町長の公約である人口減少の防止という面からみると、P15

成果指標の「1年間の出生数」は「28人」で、目標値に達していない。 

人口減少に歯止めをかけることは一番重要であり、それが改善していない

のに、成果指標の他の状況から平均をとって「Ｂ概ね順調」とするのはいか

がなものか。その点をどのように捉えているか。 

塩川課長補佐 子育て全般としては、放課後支援での預かり方改善など良い成果があった

ため「Ｂ概ね順調」と評価しているが、意見の通り危機感を感じ移住定住な

ど力を入れて取り組んでいる。 

小田切副町長 補足をする。評価について、各施策担当が詳細な検証資料を作成し、それ

に対して 2週間近くかけてヒアリングを行った。その中でも同様の見解を出

した。他の点が良くてもこの重要な人口減少問題が改善していないのにＢと

いう評価で良いのかと。 

ただ、評価の付け方はルールを設けて実施しているので、この点を直すな

ら重要項目だけ特別に係数を掛けるなど改善する必要がある。総合計画審議

会でも同様の意見が出されているので、今後検討させていただく。 

矢口稔議員 他市町村でも事務事業評価に力を入れて実施している。例えば大町市では

住民アンケートを実施し項目を絞り、この事業は妥当か否か、継続すべきか

否か取捨選択している。行政側にとっても力を入れる事業と廃止する事業を

選んでいくことは必要ではないか。今後の評価改善について期待している。 

那須博天議員 今回報告があったのは平成 30 年度事業についてであり、令和元年度が終

わろうとしている現在、この評価をどのように令和 2年度事業に生かしてい

くか、道筋が示されていないがいかがか。 

塩川課長補佐 先程副町長から話があった通り、ヒアリングの中で受けた指摘を令和 2年

度予算に反映している。 

那須博天議員 2年も前の事業評価を行うよりも、もっと違う形で進められなかったのか。

企業では事業展開を早く進めるために、昨年度の事業を振り返るより今年度

の事業を改善することが求められる。行政も見習い、もっと前向きに取り組

んで欲しいがいかがか。 

丸山企画政策課長 今年度評価の進め方が遅れたことは反省している。総合計画審議会でも同

様の意見が出された。来年度は次の年の事業にスムーズに反映出来るよう早

めに作業を進め、議会へも報告させていただく。 



薄井孝彦議員 意見が出されている今後の取り組みへの反映は、各施策の評価「今後の方

向性」として示されている通りだと理解している。 

①別件で「総合分析」にある「美しいまちづくり」への取り組みは町長の

公約にもなっているが、「花とハーブの町」として宣伝されていても、観光

客が訪れてもそのキャッチフレーズにふさわしい観光地が無いと指摘され

る上、町民からもハーブなど町内に見られないとの声を聞く。 

その点をどう改善するか総合分析への記述がされていない。取り組みを進

めても町民の意識が低いから実現しないと判断しているように捉えられる。

もっと行政側から町民が積極的に取り組めるよう、例えば以前行ったラベン

ダーの苗を買って配布するなど「花とハーブの町」にふさわしい町となるよ

う改善策を出して欲しいがいかがか。 

②財政について、資料 1 P77「今後の方向性」に「経常的支出を行ってい

るもののうち、一般財源が占めている割合の高い事業については、廃止また

は縮小できるか検討していく必要がある」とあるが、特に福祉分野など削れ

ないものがある。納税者にとって自分の生活に本当に必要な予算が削られて

しまっては行政の意味が無くなるので、その点は慎重に行って欲しい。 

小田切副町長 ①総合計画に対する行政評価により課題が浮かび上がり、それに対する対

応が予算に反映される。 

「花とハーブの町」については議員の意見と同様の指摘も幾つかいただい

ている。それに対する具体策として、3 月議会定例会に補正予算としてハー

ブガラス温室の大規模改修に係る設計監理料を計上し、令和 2年度予算で工

事費を計上していく予定である。このように具体策は予算に反映していくも

ので、行政評価はあくまでも評価である。理解いただきたい。 

②財政の現状は、法人税の軽減措置により税収が減っている上、補助事業

の半分は町負担をする必要があるため、町単独事業として十分に展開するだ

けの予算が確保できない。そのためどの事業を生かし、また廃止していくか

見極めをする必要があり、全て同じように縮小するということではない。 

また那須議員から出された評価の時期であるが、前年度の決算が 9月議会

定例会で承認された後着手するとどうしても報告する時期が遅くなってし

まうので、出納整理期間が終わった 6月から評価を開始して良いと議会で認

めていただければ、早く作業が進み議会へも報告が出来るので見解をお聞き

したい。 

薄井孝彦議員 個人としての意見であるが、出納閉鎖後着手して良いと思う。 

また要望であるが、評価の際には現在の事業の中で何が必要か、どんな重

要課題があり新しく何を行っていくか、十分検討した上で比較的重点が低い

ものは削るようにして欲しい。住民福祉のため必要なものは何なのか、とい

う観点での見直しを望む。 

矢口稔議員 評価は出納整理期間が終わってから着手して良いと思う。9 月に評価がま

とまれば次年度の予算編成をする時期とも重なり速やかに取り組める。早く

から取り組むべきである。 

横澤はま議員 政策等の形成過程説明資料 P10 2(1)に「クラフトパーク振興計画」の

記述があるが、その計画にもとづいたクラフトパークの振興策がみえて

来ない。活性化をするにはもっと町民の目線で考え、知恵を出すことが

必要である。そう出来る仕組みを作ることを要望する。 



服部久子議員 質問ではなく町の考え方を聞きたい。 

①資料 1 P34成果指標「集合住宅の建築件数」の実績値が「0件」で、

「今後の方向性」には「この課題への検討を続けていく」とあるが、早

く対応策を実施し集合住宅が増えないと、出生数の改善や人手不足解消

にならない。若い人が住みやすい集合住宅を早急に建てて欲しい。 

②資料 1 P38 交通弱者対策について、「今後の方向性」に「複合的な

移動支援の検討が必要」とある。現在折角都会など他市町村から転入さ

れた方が、高齢になり移動手段が難しくなるとまた都会に戻ってしまう

傾向である。 

この 2点について、町長の考えを聞きたい。 

甕町長 ①集合住宅建設について、交渉していた業者が土地の問題で先日断念

するという残念な結果になった。 

②交通弱者対策について、調査が終わったので、3月 7日に開かれる議

会全員協議会で結果を報告させていただく。 

服部久子議員 ①について、町営住宅が老朽化し居住者も減っている。町が公営住宅

を建てることも若者が定住するための一つの手段だと思うがいかがか。 

甕町長 財政的にとても厳しく難しい。民間の活力を利用したい。 

服部久子議員 町に住みたいという問い合わせは多いと聞く。その希望者が住む所が

無く安曇野市や松川村に居住するケースがあると聞く。若者が居住出来

る施策を何とか生み出して欲しい。 

甕町長 先日新聞に掲載されたが、9月から 12月までの人口が 24人増え、出生

数も年間 50人に達する見込みとなった。これはいろいろ対策を講じた成

果だと思う。 

小田切副町長 集合住宅について補足する。来年度行われる国勢調査の結果、その時

点での人口が住民一人あたり交付される交付税の対象基準となる。その

ため、その時点での人口増に向け議員の意見に出た対策を 3 年前から実

施して来た。 

経過を説明すると、まず公営での住宅建設を検討した。県住宅公社か

ら住宅建設に係る経費を算出いただいた。建設費用が多額に掛かり、町

営住宅とすれば補助はあるが入居の条件を付けなければならず、入居者

が限定されてしまう。 

次に公設民営化を検討した。その場合年額億単位の出費をしなければ

ならないとのことで断念した。 

その次に土地を提供するので民間で建てて運営してもらうよう業者を

募集して交渉したが、土地の問題で断念する結果となった。詳細は次回

議会全員協議会で報告するが、業者からも池田は集合住宅が少ない地域

で居住要望はある。良い土地があったら情報提供して欲しいとの声はい

ただいている。 

以上が経過である。決して手をこまねいている訳ではないので理解い

ただきたい。 

松野亮子議員 集合住宅について意見である。都会では大きな建物に複数の家族が住

んでいると子どもが出す騒音などが問題になっている等のことから、建

設することが良いことだとは思っていない。 



矢口稔議員 政策等の形成過程説明資料 1 P11(4)「観光まちづくり」に関する記述

に「観光消費額が下がる」とあるが、算出方法がその原因である。理由

はハーブセンターの購買者数に町民も含めているからである。町民を抜

かないと観光客の単価は算出出来ず数値は上がらない。購買者数はレジ

の記録が基になっているので、レジを打つ時に町民は別にすべきである。

この統計方法の問題についてどう考えるのか。 

宮澤産業振興課長 町への観光客は滞在時間も少なく単価は低い状態である。そのため、

今年から飲食店での消費額も算出に含めていく。 

議員から提案があったレジで観光客と町民を分けるということは、可

能かどうかわからないので検討していきたい。 

塩川課長補佐 この算出は全国的に行っており、どの市町村でも自治体の住民も含め

て算出している。その方法により算出しても多い市町村と差があるのは、

前から課題となっている宿泊場所が少ないため宿泊者が少なく単価も増

えないためである。 

この意見は以前も議員から出されたが、当町だけ町民を算出上除くこ

とは統計上正しくなくなるため出来ない。 

矢口稔議員 実態を正確に把握することが評価の原点である。観光消費額を上げた

いのであれば、町の玄関であるハーブセンターで町民を抜いた算出をす

べきである。町独自の方法で良いので観光客のみの実態を把握し、消費

額を上げる対策をして欲しい。 

「第 6次総合計画改定」について 

（資料 政策等の形成過程説明資料 P12～57、資料 2 池田町第 6次総合計画 改定案） 

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 

薄井孝彦議員 政策等の形成過程説明資料 P49 にある「関係人口を増やす」取り組み

に係る「町外から町の祭りに毎年参加し運営にも携わる」との記載につ

いて、八案神社例大祭を指すと思うが、次のことを要望する。 

引き手、囃子の奏者等も減少している中、特に若者が参加するために平日

は仕事が休めないので二日目の船への対応が難しく、来年度から船の運行も

一日目と一緒に行ってはどうかとの話が出ている。施策改定案にある「町外

からの参加」は、祭りの維持に有効であると思うので、ぜひ氏子総代と連絡

を取り施策を進めて欲しい。 

矢口稔議員  ＳＤＧｓを計画に関係づけることについて、以前から要望していたので感

謝する。 

 ＳＤＧｓについて、まだ知らない人も多いため、周知はどのように行って

いくか。教育面でも子ども達にＳＤＧｓの説明をしながら総合計画のことを

知ってもらう方法もあるのではないか。 

丸山光一課長  ＳＤＧｓについて、現状は知らない人が多いのではないか。まず職員には

研修により周知を図る。町民には総合計画改定の説明の中で知っていただく

よう努める。総合計画それぞれの施策について、このＳＤＧｓに関連してい

るのだと考えていただければ良いのではないか。 

 様々な方法で周知をしていきたい。 



横澤はま議員  政策等の形成過程説明資料 P54 にある「ブロック塀の転倒防止」につ

いて、調査をした結果どのように進めているか、進捗状況を報告して欲

しい。 

宮﨑総務課長  各地区への調査は、自主防災会を通じて集まってきている。建設水道課の

鉄筋探査機により鉄筋の有無を調べている所もある。全部集まったら結果は

報告させていただく。 

薄井孝彦議員  この結果により把握した危険な箇所について、漏れが無く文書により改善

を促すようにして欲しい。 

服部久子議員  ①資料 2 P41 2(2)保育、幼児・学校教育の充実の主要施策に「保育・教育

事業実施者に民間業者参入検討」とあるが、どの様な業者を入れようとして

いるのか。 

 ②資料 2 P65 5(3)人権の尊重・男女共同参画の推進について、具体策が明

確ではない。例えば町職員管理職の中で女性を何％にするとか、具体的に目

標を示して欲しいがいかがか。 

寺嶋学校保育課長  ①現在具体的な想定はしていない。 

下條生涯学習課長  ②具体的に何をやるかも含め今後検討していきたい。 

 


