
池田町第６次総合計画 

第３回 池田町総合計画審議会 次第 

と き ： 平成 30年 7月 24日(火) 9：00～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

第６次総合計画素案検討 

(1)前回継続審議項目 

(2)前期基本計画１、２について 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 

(1) 次回審議会 8月 27日（月）午前 9時より 役場大会議室 

 (2) 質問等ご連絡先 

   池田町役場 企画政策課 町づくり推進係 担当 塩川、寺島 

   ℡0261-62-3129 FAX0261-62-9404 

   E-mail:machi@town.ikeda.nagano.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 閉 会 



３ 議 事 

第６次総合計画素案検討 

(1)前回継続審議項目 

 

  第 2回 総合計画審議会での意見 

第 2章第 1節１ 協働のまちづくり 

 ・自助の部分を強くうたって欲しい（赤田委員） 

 

第 2節 基本理念 

 ・どこの町にもあてはまる言葉ではなく、池田町らしさを出して欲しい 

（森泉委員） 

・「安心・安全のまち、住んで良かった・住みたいと思えるまちづくり」 

（牛越委員提案） 

 

第 4節 基本目標 

 ・１“地球環境”について 

   ∇“地球”とは、規模が大きすぎて不自然である。“自然環境”はいかがか。 

（伊藤委員） 

∇“自然との共生”などの表現が良い（太田委員） 

    ・３“人を魅了する”とあるが、魅了するという言葉には違和感がある。“暮ら 

しを支える”や“人を引き付ける”はどうか（伊藤委員） 

    ・牛越委員提案（別紙） 

   

第 5節 土地利用構想について 

    ・太田委員提案（別紙） 

    

第 3章第 2節 前期基本計画重点施策について 

    ・１に関して 

     学校教育、保小中一貫を入れて欲しい（森泉委員） 

     スポーツ振興、体づくりを入れて欲しい（丸山会長） 

     “愛情に満ちた”とあるはあいまいな表現。修正を（伊藤委員） 

    ・４新施設中心への活性化について 

      伊藤委員から地区公民館中心の活性化という案が出たが、小澤委員からそれ 

は５へ入れたらどうかと提案があった。 

    ・５について 

     “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、日常 

の取り組みや公民館活動を通して地域の絆は深まるのではないか。 

（伊藤委員） 
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目次 

第１章 序論 

 第１節 総合計画の概要 

  １ 計画の趣旨 

  ２ 計画の位置づけ 

  ３ 計画の期間と構成 

 第２節 まちづくりに関わる町の動向 

  １ 人口・世帯の状況と今後の見込み 

  ２ 産業の動向 

  ３ 財政の動向 

第３節 アンケート調査による町民の意向 

第４節 第５次総合計画後期基本計画の成果と検証 

 

第２章 基本構想 

 第１節 まちづくりの基本方針 

  １ 協働のまちづくり 

  ２ 計画の推進と進行管理 

第２節 基本理念 

第３節 目標人口 

第４節 基本目標 

１ （地球環境を守り暮らしに活かす町） 

２ （未来を切り拓くたくましい子どもが育つ町） 

３ （人を魅了する住みよい町） 

４ （産業の基盤を強め活性化する町） 

５ （支えあい健やかに暮らせる町） 

６ （地域の絆で創る安心安全な町） 

第５節 土地利用構想 

 

第３章 前期基本計画 

 第１節 施策の体系図 

 第２節 重点施策 

第３節 施策の展開 
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第２章 基本構想 

第 1節 まちづくりの基本方針 

 １ 協働のまちづくり 

少子高齢化が進む現代において、目指すまちの将来像を実現するためには、協働の 

まちづくりが益々重要となります。協働の取組みにあたっては、日頃から行政の情報 

公開に努めることはもちろん、丁寧な合意形成を図ることが大切です。 

また住民自治力の更なる向上のためには、町政への住民参加と「自助」、「共助」、 

「公助」の考え方を進めることが不可欠です。 

常に将来のあるべき姿を目指し、現在の状況を良く把握し見直しの必要性を共有 

しながら、住民参加と協働による自助・共助・公助のまちづくりを進めます。 

   (1)自助 

      住民一人ひとりが、自分でできることは自分で行うことを言います。まちづく 

りに関心を持ち、参加することが大切です。 

   (2)共助 

      「自助」では解決できないような課題に対し、自治会や様々な住民活動が連携・ 

協力することを言います。 

福祉や防災などにおける近隣住民相互による支え合い・助け合いの仕組みをつ 

くっていくことが大切です。 

   (3)公助 

      住民が安全な生活を送るため、社会福祉や施設整備などを町の責任において行 

うことを言います。また「自助」「共助」の力を最大限に発揮するため、支援を行っ 

ていくことも大切です。 

 

２ 計画の推進と進行管理 

各計画の進捗状況、数値目標への達成度及び事業の効果を把握し、「計画(Plan」 

→実施(Do)→評価・検証(Check)→改革・改善(Action)→計画(Plan)」を繰り返し、継続的 

に改善・見直しを行いながら、効率的・効果的で着実な計画の推進を図ります。 

 

  

  

 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

 

 

Ｐｌａｎ 

 

Ｄｏ 

 

Ｃｈｅｃｋ 

原 案 
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第２章 基本構想 

第 1節 まちづくりの基本方針 

 １ 協働のまちづくり 

目指すまちの将来像を実現するためには、協働のまちづくりが重要です。情報公開の方法 

を見直しより多くの方が関心を持てるよう努め、丁寧に合意形成を図り、パートナーとして 

信頼関係を築くことが大切です。 

また住民自治力の更なる向上のためには、町政への住民参加と「自助」、「共助」、「公助」 

の考え方を進めることが不可欠です。 

 

   (1)自助 

      住民一人ひとりが、自分でできることは自分で行うことを言います。 

   (2)共助 

      「自助」では解決できないような課題に対し、自治会や様々な住民活動が連携・ 

協力することを言います。 

   (3)公助 

      住民が安全な生活を送るため、社会福祉や施設整備などを町の責任において行 

うことを言います。 

 

今後少子高齢化が益々進み、働き手の割合が減る上介護・医療・福祉等にかかる社会保障 

費が増え、行政サービスの質・量の維持が困難となることが予想されます。 

「自助」では、一人ひとりがまちづくりに関心を持ち、望む町の将来像に向け自ら出来る 

事を考え、行動することが大切です。 

「共助」では、老人だけの世帯や一人暮らし老人が増える中、地域で安心して住み続ける 

ために、福祉や防災などにおける近隣住民相互による支え合い・助け合いの仕組みをつくっ 

ていくことが大切です。 

「公助」では、「自助」「共助」の力を最大限に発揮するため、支援を行っていくことも大 

切です。 

２ 計画の推進と進行管理 

各計画の進捗状況、数値目標への達成度及び事業の効果を把握し、「計画(Plan」→実施(Do) 

→評価・検証(Check)→改革・改善(Action)→計画(Plan)」を繰り返し、継続的に改善・見 

直しを行いながら、効率的・効果的で着実な計画の推進を図ります。 

 

  

  

 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

 

 

Ｐｌａｎ 

 

Ｄｏ 

 

Ｃｈｅｃｋ 

改正案 
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第２節 基本理念 

温かい心・豊かな文化・活力ある産業が育ち  

魅力あふれる美しいまち 

子どもからお年寄りまで支え合い、安心して暮らすための温かい心、 

歴史遺産を継承し、他人と心を通わせ、心豊かに暮らすための文化、 

街が賑わい、人が集まり、生活が潤うための活力ある産業を育て、 

人をひきつける魅力があふれた日本一美しいまちを目指します。 

 

 

 

 

北アルプスの空のもと 

豊かな心と文化を育み 

活力ある産業をひらく  

魅力あふれる美しいまち 

地域の絆を大切にしながら、心豊かに暮らすために郷土の歴史・文化を継承し、

町が賑わい、人が集い、生活が潤うための活力ある産業を育成しながら、魅力あ

ふれる日本一美しいまちを目指します。 

 

改正案 

原 案 
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第４節 基本目標  

  基本理念を実現するため、基本目標を次のとおり掲げ、総合的かつ計画的に施  

 策の展開を図ります。  

 

  

 

１  地球自然環境を守り暮らしに活かす町  

環境に係る施策  

２  未来を切り拓くたくましい子どもが育つ町  

子育て支援・教育に係る施策  

３  人を魅了する引き付ける住みよい町  

生活基盤の整備・移住定住に係る施策  

４  産業の基盤を強め活性化する町  

産業に係る施策  

５  支えあい健やかに暮らせる町  

福祉と人権に係る施策  

６  地域の絆で創る安心安全な町  

消防・防災・防犯、行政運営に係る施策  

 

 

改正案  
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第５節 土地利用構想 

１ 基本理念 

 当町の区域における国土（以下「町土」という。）は、現在及び将来における町民のため

の限られた資源であるとともに、町民の諸活動の基盤であり、さらにその優れた自然は、町

民共有の貴重な財産です。 

したがって、町土の利用にあたっては、町民の全体の幸福すなわち公共の福祉を優先させ

るものとし、自然環境の保全を図りつつ、地域の目的、経済的及び文化的条件に配慮して、

健康で文化的な住みよい生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図っていきます。 

 

 

（案） 

当町の区域における国土（以下「町土」という。）は、現在及び将来における町民のため

の限られた資源であります。 

この町土を、未来に亘って町民の諸活動の基盤として、良好な環境の保全と町の持続的発

展を目指していくため、土地利用構想（或いは土地利用制度）に基づき健康で文化的な住み

よい生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図っていきます。 

 

 

２ 取り組むべき課題  

 当町を取り巻く環境などを踏まえた上で、次の課題に取り組んでいきます。 

（１）良好な田園の保全・継承と発展のための開発とバランスの確保 

中略 

（４）地域資源を活かした持続可能な発展と活性化 

 

 

平成 29年改訂の土地利用制度では、上記の課題が方針となっており総合計画に掲載する

場合は土地利用制度と整合して掲載が必要ではないかと思われます。 

 

また、課題として掲げられ①～④等で列挙されている内容を見ると、土地利用制度の基準

に網羅されている事項に適合する内容もあるかと思われます。 

 

次に、総合計画の構成ですが、第１章 第１節～ １～２、３ ～ 第２章の順となって

いるなかで、構想の基本理念は第２節で掲載されておりますが、第５節で１基本理念とされ

ておりますが、土地利用構想の基本理念か？基本理念はいくつかあると紛らわしいと思わ

れますので、構想の考え方とか趣旨とすべきではないでしょうか？ 

また、課題が掲載された節など全般的に掲載のスタイルを統一すべきと思われます。 

太田委員提案 
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第５節 土地利用構想  

１ 基本理念 基本姿勢 

当町の区域における国土（以下「町土」という。）は、現在及び将来における

町民のための限られた資源であるとともに、町民の諸活動の基盤であり、さら

にその優れた自然は、町民共有の貴重な財産です。 

したがって、町土の利用にあたっては、町民全体の幸福すなわち公共の福祉

を優先させるものとし、自然環境の保全を図りつつ、地域の目的、経済的及び

文化的条件に配慮して、健康で文化的な住み良い生活環境の確保と町土の均衝

ある発展を図っていきます。 

当町の区域における国土（以下「町土」という。）は、町民のための限られた 

  資源であり、優れた自然は貴重な財産です。 

この町土を、未来に亘って諸活動の基盤として、良好な環境の保全と町の持 

続的発展を目指していくため、健康で文化的な住みよい生活環境の確保と均衡 

ある発展を図っていきます。 

２ 取り組むべき課題 基本方針 

当町を取り巻く環境などを踏まえた上で、次の課題に方針で取り組んでいき

ます。 

  (1) 良好な田園の保全・継承と発展のための開発とのバランスの確保 

   ①保全を重視する区域と適正な開発を誘導できる区域をより明確化し、計画

的かつ慎重な土地転換 

   ②農山村部での農用地や森林の適正な保全 

   ③自然環境保全、歴史的風土保存、公害防止などへの配慮 

 

  (2) 町の産業の振興につながる計画的な土地利用の実現 

   ①町の発展に向けた産業振興などを迅速かつ柔軟に図るため、まとまった土

地の確保が可能なエリアの選定 

 

  (3) よりよい生活環境の確保と定住人口の増加 

   ①受益者減少に沿ったインフラ、公共施設の統廃合、維持の効率化 

   ②合理的、効率的で住みよい市街地の形成、都市機能が充実した地域への人

口の誘導、散発的なインフラ整備の回避 

   ③治山・治水・砂防の防災機能の向上などによる町土の安全性を強化 

   ④土砂災害の恐れのある箇所などに係る警戒避難体制整備や建築物立地抑制

などの対策 

 

  (4) 地域資源を活かした持続可能な発展と活性化 

   ①農用地の流動化、集団化により農作業の効率化を図り、高度利用による生

産性の向上、高収益な農産物生産の推進 

   ②自然とふれあう場として、良好な生物生息空間の保全 

改正案 
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第２節 重点施策 

町の少子高齢化や人口減少は進み、働く場所があり、住み易く、子育てに優しい

まちづくりへの取り組みを更に強化する必要があります。 

社会資本総合整備計画で行ってきたまちなか整備も完成に近づき、今後は整え

られた施設を活かし、人々が集い、交流を生み出すことが求められています。 

全国各地で地震が多発し、災害への危機感が高まっています。 

こうしたことから、前期基本計画で力を入れて優先的に取り組む施策を次のと

おり定め、政策を横断して取り組みを進めます。 

 

１ 次世代を地域で育むまちづくり 

地域全体で子どもを育てるという意識を持ち、愛情に満ちた環境を整え、多 

    くの方が結婚、妊娠、出産、子育てに前向きに取り組めるようなまちづくりを 

進めます。 

 生涯健康で心豊かに暮らすため「食」に関し正しい知識を持ち、健全な食生 

    活を実践し、食文化を大切に次代に伝えていけるよう、食育を推進します。 

 

 

 

 

２ 産業発展により生活が潤うまちづくり 

観光推進、健康増進も期待される花とハーブ、高品質が自慢のワイン用ブド 

ウを始め、充実する製造分野等それぞれの産業を維持発展させるとともに、雇 

用が創出・拡大するよう、産・官・学・金・民が連携して取り組みます。 

付加価値の高い優れた技術で町の産業を支えてきた事業を、次の世代が更に

発展させられるような、人材育成・事業継承を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援 

食育推進 

 

産業活性化 

雇用創出、拡大 

原 案 
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３ 人を魅了する美しく住みよいまちづくり  

町の宝である美しい景観を守り、更に緑ゆたかな住みよい町とするよう、多

くの方がその意識を持ち、町の中に 彩
いろどり

が増えていくことを目指します。 

町の良さを知っていただくための情報発信や案内、住居取得支援、雇用情報 

の提供などを丁寧に行い、長期的な視点で移り住む方、住み続ける方が増える 

ように取り組みます。 

 

 

 

 

４ 新施設を核とし交流を創出するまちづくり 

創業支援・特産品開発など産業育成を目指した「シェアベースにぎわい」、芸

術や生涯学習振興を図る「地域交流センター」の活性化に多くの方と共に取り

組み、この二つの施設を核とし、さらにまちなかにも人の流れを作り、賑わい

が増すことを目指します。 

  

 

 

 

５ 地域の絆で創る安全な町づくり 

町民の安全な暮らしを守るため防災・減災対策を強めるとともに、避難生活 

    を送る事態となった際は体調悪化を最小限に留めることが出来るよう、各機関 

と連携し体制づくりを行い、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。 

 

美しく住みよいまちづくり 

移住定住施策 

商業、文化芸術振興による賑わい創出 

 

防災・減災対策 
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第２節 重点施策 

町の少子高齢化や人口減少は進み、働く場所があり、住み易く、子育てに優しい

まちづくりへの取り組みを更に強化する必要があります。 

社会資本総合整備計画で行ってきたまちなか整備も完成に近づき、今後は整え

られた施設を活かし、人々が集い、交流を生み出すことが求められています。 

全国各地で地震が多発し、災害への危機感が高まっています。 

こうしたことから、前期基本計画で力を入れて優先的に取り組む施策を次のと

おり定め、政策を横断して取り組みを進めます。 

 

１ 次世代を地域で育むまちづくり 

若い世代が結婚、妊娠、出産、子育てに前向きに取り組める体制をつくり、 

産まれた時から親と子が愛着の形成を育むことを目指し、妊娠期から支援を行 

います。子どもは地域の宝であるとの意識を高め、成長を見守ります。 

 健康で心豊かに暮らすため、「食」に関し正しい知識を持ち、規則正しい生 

活を送るとともに健全な食生活を実践していくよう、食育を推進します。 

 幼少より身体を動かし楽しむ経験を積み、スポーツを通した健全な体と心づ 

くりに取り組みます。 

 次代を担う子ども達を育むため、目指す子どもの将来像に向け、それぞれの 

成長段階に応じた的確な支援が出来るよう、保小中一貫型教育を推進します。 

 

 

 

 

２ 産業発展により生活が潤うまちづくり 

観光推進、健康増進も期待される花とハーブ、高品質が自慢のワイン用ブド 

ウを始め、充実する製造分野などそれぞれの産業を維持発展させるとともに、 

雇用が創出・拡大するよう、産・官・学・金・民が連携して取り組みます。 

付加価値の高い優れた技術で町の産業を支えてきた事業を、次の世代が更に

発展させられるような、人材育成・事業継承を図ります。 

 

 

 

 

 

子育て支援   食育 

スポーツ振興  保小中一貫型教育 

 

産業活性化 

雇用創出、拡大 

改正案 
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３ 人を魅了する美しく住みよいまちづくり 

町の宝である美しい景観を守り、更に緑ゆたかな住みよい町とするよう、多

くの方がその意識を持ち、町の中に 彩
いろどり

が増えていくことを目指します。 

町の良さを知っていただくための情報発信や案内、住居取得支援、雇用情報 

の提供などを丁寧に行い、長期的な視点で移り住む方、住み続ける方が増える 

ように取り組みます。 

 

 

 

 

４ 新施設を核とし交流を創出するまちづくり 

創業支援・特産品開発など産業育成を目指した「シェアベースにぎわい」、芸

術や生涯学習振興を図る「地域交流センター」の活性化に多くの方と共に取り

組み、この二つの施設を核とし、さらにまちなかにも人の流れを作り、賑わい

が増すことを目指します。 

  

 

 

 

５ 地域の絆で創る安全な町づくり 

町民の安全な暮らしを守るため防災・減災対策を強めます。 

避難生活を送る事態となった際は体調悪化を最小限に留めることが出来る 

よう、各機関と連携し体制づくりを行います。 

住民一人ひとりが地域づくりへの意識を高め、人々との交わりを増やし、災 

害時に助け合える関係をつくれるよう支援していきます。 

 

美しく住みよいまちづくり 

移住定住施策 

商業、文化芸術振興による賑わい創出 

 

防災・減災対策 
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