
池田町第６次総合計画 

第２回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 平成 30年 6月 28日(木) 13：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

傍聴者 2名 

 

（進行：小田切企画政策課長） 

  本日の会議を公開で行う旨、第１回審議会会議録発送の際委員に通知し、また会議通知にも 

記載したが、小田切企画政策課長より再度お知らせする。 

１ 開  会 （髙山副会長） 

２ あいさつ （会長） 

３ 委員の委嘱 （４月から委員に就任された五十嵐委員、塩月委員へ） 

  自己紹介  （新委員２名） 

４ 報 告 （説明：塩川課長補佐） 

(1) 町民ワークショップ 「池田町の未来を語ろう会」開催 

(2) 研修会 長野県総合５か年計画説明会への参加 

質疑なし 

５ 議 事 （進行：丸山史子 会長） 

(1) あづみ野池田総合戦略統合継承について（2ページ） 

(2) 目標人口について（2ページ及び資料１ 18ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

牛越邦夫 委員 あづみ野池田総合戦略統合継承について、第 6次総合計画がそれを引き継

ぐということか。整合性を説明して欲しい。 

塩川課長補佐 あづみ野池田総合戦略は、期間が平成 31 年度（2019 年度）まであり第 6

次総合計画開始時はまだ期間途中なので、そのまま引き継ぐ。 

（委員） 

丸山史子 会長 髙山明男 副会長 

小澤裕子 委員 五十嵐大修 委員 太田芳寛 委員 森泉恵子 委員 塩月寿志 委員 

村上美保 委員 山﨑 猛 委員 内山美恵 委員 柳沢 剛 委員 牛越邦夫 委員 

赤田弥壽文 委員 伊藤将人 委員 

（欠席 小林正芳 委員） 

（池田町）  

教育長 平林康男 総務課長 藤澤宜治（前半代理出席 総務課長補佐兼総務係長 宮澤達） 

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 

（事務局） 

企画政策課長 小田切隆  課長補佐(町づくり推進係担当) 塩川亜弥子  

町づくり推進係長 寺島靖城 



(3) 第６次総合計画素案検討（資料１ 1～16ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

伊藤将人 委員 計画第 1 章第 2 節 2（１）産業別就業人口について（P5）、就業人口が第

3 次産業は増加し後は減っているとのことだが、町が産業の振興に力を入れ

なくてもベットタウンと割り切れば良いのではないか。 

次に（５）まちなかの活性化について（P8）、全国的に商店街及びまちな

か活性化について多額の予算をかけて進められてきたが、効果はさほど出て

いないのではないか。まちなかの商店街で買い物をし、そこが栄えてきた時

代は過ぎ去り、現在多くの人が郊外の大型店で買い物をする時代であり、今

後もその傾向は続くであろう。それなのに町がどれほどお金をつぎ込まなく

てはいけないのか。 

高齢者が郊外の大型店に買い物へ行く手段、まちなか居住者の住環境とい

う課題は出るが、それは別に対策を取れば良いのではないか。 

この 2点について、今町の方針をその方向に変更する時ではないか。町の

考えをお聞きしたい。 

小田切企画政策課

長 

伊藤委員提案の通り町をベットタウン化する方向もあろうかと思うが、町

歳入の面では法人税による収入も大切であり、産業の衰退による減収は財政

上問題となる。また発言にある通りまちなか活性化に関する費用対効果は低

い傾向もみられるが、その産業により生計を営む家庭へ－（マイナス）とな

る施策を進めることはできない。 

宮﨑産業振興課長 企画政策課長の話にもあった通り、地域内経済の循環、町内事業所への支

援及び総合戦略でも進めてきたまちなか活性化のため、産業振興は大切であ

り、今後も推進することは変わりない。 

伊藤将人 委員 まちなか活性化は商店街を活性化させることだけではない。「地域交流セ

ンター」や「シェアベースにぎわい」が出来、その利用者により賑わうとい

う新しい形もあるのではないか。20～30年の長い視点により、どのような形

で活性化させていくか検討し、対策を取る必要がある。 

丸山史子 会長 活性化するには商業以外の面からと、町外から買う人が訪れるような価値

の高い商品販売による商業振興などと、両面から取り組めればなお良いが、

長期視点で施策を進める必要がある。 

赤田弥壽文 委員 財政の動向について、法人税の推移を知りたい。 

塩川課長補佐 次回お示ししたい。 

山﨑 猛 委員 地域経済の循環には、域外からの資金をどのように取り入れて中で循環さ

せていくかが大切である。先程経済活性化には消極的な見通しの発言もあっ

たが、新しい事業を興すことを計画に入れる方向で考えていただけないか。

まちなか活性化の課題を、産業振興により生計を営める住民を増やし、地域

をつくっていくことにより解決する。その方向で考えて欲しい。 

塩川課長補佐 ＜牛越委員から事前に提出された文書による提案について紹介した後、資

料１ 17～20ページ説明＞ 

丸山史子 会長 計画第 2 章第 1 節 2 計画の推進と進行管理にある PDCA は、どのようなサ

イクルで行うのか。 



塩川課長補佐 前の計画では 5年毎であったが、今後は毎年度行いたい。 

伊藤将人 委員 計画第 2章第 1節 1協働のまちづくりについて、協働という言葉は定義が

あいまいで、ここに書く必要はないが、自助共助公助とは具体的に何をして

いくのか。はっきりさせた方が良い。 

第 3節目標人口について、人口ビジョンの改正案が示されているが、以前

より現実的になり良い。ここで、目標人口に向けて具体的に何をしていくの

か、はっきりさせた方が良い。 

第 4節基本目標１について、“地球環境”とあるが、この計画は町の計画

を立てており、“地球”を指すのは規模が大きすぎて不自然である。基本計

画の項目をみても“自然環境”の方が良いのではないか。 

丸山史子 会長 伊藤委員は協働のまちづくりとはどのようなとらえをしているのか。 

伊藤将人 委員 協働の字の通り、官民が対等の立場で進めることが大事である。行政は情

報公開に努め、丁寧な合意形成を図る。行政も予算が厳しく職員も限られて

いるので、住民は日頃から町の情報に関心を持ち、課題に対し行政がやって

当たり前という固定観念から離れ、対等な立場で解決する方向に進められれ

ば良いと思う。 

丸山史子 会長 このことに関して、先日女性団体連絡協議会で先進地視察を行ったので、

会長である森泉委員、その内容を報告いただきたい。 

森泉恵子 委員 防災に関して、神城断層地震の際、住民により地区内の安否確認を行った

白馬村神城の堀之内区に視察に行った。 

丸山史子 会長 安否確認及び救助により一人の犠牲者も出さずに済んだ。地区の結束力が

素晴らしい。 

五十嵐委員も自治会協議会長として協働のまちづくりへのお考えをお聞

きしたい。 

五十嵐大修 委員 公民館大会に於いて、防災についてグループ討議をした。先程の神城地震

の際の地区助け合いの話も出て、やはり近所のつながりは大事であると再認

識した。 

近年は結婚すると世帯を別にする家庭が増えているが、年寄、孫も共に暮

らすことから一家は成り立つのではないか。孫も暮らしの中で年寄の様子を

見聞きしながら、何かあれば助けようとの気持ちが生まれ、地域でも助け合

わなければとの意識が育っていくのではないか。 

現在地域の隣同士の関係が薄れていると感じる。もっと協力し合う方向で

まちづくりを進められれば良いと私も思う。 

丸山史子 会長 自助共助公助とは具体的にどのように進めたら良いか、一人一人が良く認

識し、平素から（災害時に助け合えるような）関係づくりを行うことが大切

である。 

小田切企画政策課

長 

伊藤委員の“地球環境”への意見について、役場での太陽光発電、池田保

育園の地中熱利用による再生可能エネルギー活用でも、エネルギーは町固有

のものではなくもっと大きな捉え方をし、表現している。 

太田芳寛 委員 伊藤委員と同意見で、自然との共生などの表現にした方が、住民は受け入

れやすいと思う。 



小田切企画政策課

長 

委員会でそのように意見がまとまれば、もちろんそのように変更する。 

丸山史子 会長 再考されたい。 

牛越邦夫 委員 ＜文書による提案の説明＞ 

目標人口について、具体的な方策が書かれていない。今後十分議論された

い。＜以下具体的に幾つか提案＞ 

赤田弥壽文 委員 （牛越委員の提案について）今は詳細な施策を検討している時ではない。

会議の時間は限られている。計画の基について議論すべきではないか。 

牛越邦夫 委員 では説明は残りの時間で良いので、他委員の意見を先に述べられたい。 

赤田弥壽文 委員 計画は基本の考え方が大切である。自助自立をもっと強く打ち出すべきで

はないか。これから（人口が減り町財政が）厳しくなることはわかっている

のに、住民一人一人が町に何かをしてもらうのではなく、自分達の手で住む

町を良くするために何が出来るか、自助の部分を考えなければならない。 

きれいごとを並べただけの計画ではいけない。企業は会社が潰れないよう

考え、対策を打つ。町は潰れない前提でまちづくりをするので、表面的な記

述になるのではないか。町債は減っているが、人口減少の割合に対して減少

率はどうか。同レベルで減っているのか。 

製造業では将来に負担を残さないよう考え事業を行っている。自分達の豊

かな生活のため残した借金を、後世の人が返すようではいけない。会社であ

れば潰れてしまう。 

自分達の出来ることは自ら行うことがまちづくりであると打ち出すべき

である。老年・若年世代にもそれを求めるのか、と批判が出るかもしれない

が、町はどの世代もそれぞれ自助自立するよう要求し、批判に耐えられる覚

悟を持って臨まないと、借金の先送りになるだけである。それが出来た自治

体から本当のまちづくりが始まっていく。 

そのため計画第 2章第 1節 1協働のまちづくりの自助に関する記載は、自

ら行うことをかなり強めに記載し、町民に理解を求めるようにして欲しい。 

丸山史子 会長 いただいた意見は検討課題とする。行政が課題に対し、共に取り組んでい

ただくよう町民に呼びかければ、協力を惜しまないのではないか。 

丁寧に合意形成を図っていくことが協働のまちづくりにつながると思う。 

森泉恵子 委員 計画第 2章第 2節基本理念について、どこの町にもあてはまる言葉であり、

池田町らしい表現を加えて欲しい。どうなっていくかも。 

丸山史子 会長 同 1行目に温かい心とあるが、どのような心であるか説明願います。 

塩川課長補佐 町が目指している美しいまちづくりは、景観だけではなく、温かい心を育

てるという意味も含まれる。子育て、福祉、防災の分野などで助け合う、協

働のまちづくりにつながる温かい心を育てたいという意味で提案した。 



塩月寿志 委員 池田町に転入し 11 年目になる。この町に住むことを選んだ理由の一つは

子育てをするのに安心安全な町だとのイメージによる。まずパチンコ店が無

いことがイメージを良くした。 

但し実際住んで次の 3点のマナーが悪いことに驚いた。喫煙、障がい者等

専用駐車場への駐車、アイドリングである。町の職員が保育園のグラウンド

で喫煙する姿も見られた。健康増進法改正案では、2020年には行政施設は施

設内全面禁煙となる予定でもある。美しいまちづくりを目指しているが、本

当に美しいとはどういうことかよく検討し、職員から自覚し、取り組んで欲

しい。 

また、ベトナム人対象の日本語学校が出来るとの話であるが、ＰＴＡ会長

としても発言するが、小中学校保護者に何の説明も無く不安が広がってい

る。ベトナム人による日本での犯罪率は外国人の中でも高く、その 4割が日

本語学校へ入る目的で来日したベトナム人である。移住定住施策を進める上

でもイメージが悪く－（マイナス）であると思う。県外の友人からもそのこ

とにより、池田町で子育てするには不安であるとの声が聞かれる。 

赤田弥壽文 委員 私共の会社には、ベトナムを含め数か国からの研修生が居る。ベトナム人

が来ると治安が悪くなるとの発言はいかがか。 

塩月寿志 委員 外国人による犯罪の４割が日本語学校に通うベトナム人の生徒であると

の事実がある。 

それは、借金をして来日し日本語学校に入るが、アルバイトができる時間

が週 28 時間と限られており、お金が返せず犯罪を起こしてしまうからであ

り、制度に問題がある。 

外国人であるから、とかベトナム人であるから、ということではない。 

小田切企画政策課

長 

日本語学校の件については、町民対象に 3月から 3回説明会を開催してい

る。ぜひ保護者の方からもそのような時はご参加いただきたい。 

また基本理念、目標について幾つかご意見をいただいているが、キャッチ

フレーズである。目標はその下に基本計画が体系化されているとご理解いた

だきたい。 

牛越邦夫 委員 ＜基本理念の提案について説明＞これは一つの案である。わかりやすい表

現にして欲しい。 

丸山史子 会長 基本目標について、１にある“地球環境”との表現について幾つか意見が

出されたので、町で再検討していただく。 

また、目標の順位は１が上位ということではなく、並列である、との解釈

で良いか。＜事務局へ確認＞並列という捉え方をして欲しい。 

伊藤将人 委員 基本目標の３“魅了する”という言葉には違和感がある。“暮らしを支え

る”とか、“人を引き付ける”などの表現の方が良いのではないか。 

丸山史子 会長 この言葉も再検討いただくことにする。 



小澤裕子 委員 基本理念・目標について、わかりやすい言葉で、すっと胸に入ってくる言

葉が良いと思う。赤田委員、伊藤委員の発言を聞き、協働のまちづくりとい

う姿勢に同感である。基本目標にそのような姿勢がもっと表現されれば良い

と思う。 

情報発信の仕方について先程説明会の話が出たが、町民の傾向として今ま

で町制への関心はそれ程高くは無く、説明会に出席する事もあまり無かった

のではないか。 

町からも情報発信の仕方にもっと工夫をし、広報のページ数を増やして紹

介するなど、多くの町民の目に触れるようにして欲しい。 

また、高齢の方はとても元気で、まちづくりへの活力になるのではないか。

町側ではそれを活かすと共に、町民一人一人が、自分は町に取って必要な存

在であると自覚出来るような、官民双方に良い形での協働のまちづくりが目

標に方向付けられれば良い。 

村上美保 委員 計画第 2 章第 5 節土地利用構想に関して、4 年前に子どもを連れて町に移

住をした。地元で採れたものを美味しく食べられる環境は有り難い。しかし、

安心安全な食べ物か、という点では、空中散布が行われることを懸念してい

る。 

生産性の向上などとは相反し難しい面もあるが、無農薬や、有機栽培を町

の方針として推奨していく方向付けは出来ないか。町の考えを聞きたい。 

宮﨑産業振興課長 村上委員の話にもある通り、生産率向上のため基準に沿った農薬散布は必

要で、農業者の多くはそれを望んでいるので、止めることは出来ない。 

無農薬や有機栽培に取り組んでいる方もあるので、農薬散布をする場所と

しない場所を可能な限り分けるよう誘導している。町の方針として、無農薬

や有機栽培のみを推奨するという方向付けは出来ない。 

太田芳寛 委員 土地利用構想に関して、１基本理念の初め 3行について、簡潔に分かりや

すい表現にされたい。 

また 2 取り組むべき課題とあるは、「池田町土地利用計画」では方針に

なっているので、ここも方針もしくは方向とすべきではないか。 

丸山史子 会長 事務局で検討されたい。 

塩川課長補佐 ＜資料１ 22ページから説明＞ 

森泉恵子 委員 計画第 3章第 2節重点施策に関して、次世代育成、子育て支援など教育分

野を入れて欲しい。現在教育委員会では保小中一貫にも取り組んでおり、そ

れも入れるべきではないか。 

丸山史子 会長 事務局で検討されたい。 

また、子育て支援に関係して食育は重点施策に入っているが、体をしっか

り作るという点ではスポーツ振興や体作りということも入れて欲しい。 

平林教育長 森泉委員発言の通り、保小中一貫した教育の体制づくりに現在取り組んで

いる。これは同じ施設で教育するということではなく、妊娠期から 18 歳ま

での子育て支援の中で理念を統一して地域全体で教育に当たるものである。 

また、丸山会長の発言の通り、スポーツ振興や体作りは健全な育成に欠か

せないものであり、大切にしていきたい。 

この 2点について、表現を少し変えて重点施策に入れ込んでいく。 



丸山史子 会長 町には、保育園から中学はもちろん、県立高等学校、養護学校もあり、専

門学校も設置される予定で、教育環境が整っている。教育振興に役立つだけ

ではなく、町外から人が訪れ、人々の交流や消費活動の活性化にもつながる。 

子育て支援及びそれ以外の分野にも町への良い効果が広がるような重点

施策となるよう検討願いたい。 

伊藤将人 委員 重点施策１“愛情に満ちた環境”とあるが、あいまいな表現で、“美しい

まちづくり”という言葉も同じだが、多くの意味が含まれていることもわか

るが、再検討願いたい。 

４で新施設のことについて書かれてるが、地区の公民館における役割は今

後益々重要となる。そのことを入れられないか。 

５で“避難所開設の訓練などを通して地域の絆を深めていきます”とある

が、この訓練から地域の絆が深まることはないのではないか。そうではなく

日常の取り組みや公民館活動などを通して育まれていくものなので、考え直

した方が良い。 

牛越邦夫 委員 会議の進め方について意見を述べる。一つ目は、文書発言は良いと了承さ

れているので、十分説明する時間を取って欲しい。二つ目は事務局の会議資

料発送をもっと早くして欲しい。三つ目は事務局の説明がただ読むだけにな

っている。委員は資料を読んでくるので、説明は要点をまとめて的確にして

欲しい。また、審議時間は十分取って欲しい。 

塩川課長補佐 伊藤委員の意見について、再考するにあたり他委員の意見も聞き方向付け

ていただきたい。まず４新施設に関する重点施策の背景を説明させていただ

く。第 5次総合計画後期基本計画において、まちなか活性化を重点施策とし、

「社会資本総合整備計画」に基づき地域交流センター建設や道路整備を行っ

てきた。施設整備などは完成に近づいたが、それだけではまちなか活性化に

ならず、今後は地域と協働で新しい施設を中心にまちなか活性化を図ってい

かなければならないとの背景がある。地区の公民館は重要で伊藤委員の意見

もわかるが、この重点施策については、それとは違うねらいがある。 

小澤裕子 委員 それではその部分も残しておいて、５は地域の絆作りについての施策なの

で、そこへ地区公民館を通しての活動を入れていけばどうか。 

伊藤将人 委員 そういう方向も良いと思う。但し“まちなか活性化”の取り組みについて

は、他の地区に住んでいる住民にとってどんな意味があるのか考えていく必

要がある。では自分達の地区は活性化する必要は無いのか、他地区に住む住

民は疑問に感じるのではないか。現在の世の中の流れとして、新しい施設を

造るのではなく、あるものを活用し地域を活性化させていくというのが主流

なので、それも施策に入れ込んで欲しい。 

丸山史子 会長 このことも含め、本日決まらなかったことは継続審議とする。 

(4) 今年度のスケジュールについて（4ページ）（説明：塩川課長補佐） 

 

 

 



(5) その他 

発言者 発言内容 

塩川課長補佐 今後の会議の進め方に関する先程の牛越委員について、委員の文書による

提案は基本理念以外は前期基本計画に関わることなので、まとめて説明をい

ただくのではなく、その項目を扱う時に説明いただくことでどうか。 

牛越邦夫 委員 基本計画に関わることだけではなく、基本目標を 7項目とし、１つ目を財

政の健全化としていくという提案である。 

丸山史子 会長 それでは、その提案も併せて次回検討していく。 

 

６ その他 

 (1) 次回審議会の案内及び本日配布させていただいた資料及び長野県総合５か年計画北アルプ 

ス地域計画を次回持参いただくよう依頼。 

（塩川課長補佐） 

 

７ 閉 会 （髙山副会長） 

 

終了 15：50 


