
池田町第６次総合計画 

第４回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 平成 30年 8月 27日(月) 9：00～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

傍聴者 1名 

 

（進行：小田切企画政策課長） 

１ 開  会 （髙山副会長） 

２ あいさつ （会長） 

３ 議事録確認 （説明：塩川課長補佐） 

意見があれば 9月 3日（月）までに事務局へ連絡するよう依頼 

４ 報告 

(1)総合戦略審議会開催報告（平成 30年 8月 9日開催） 

①町総合計画への町総合戦略統合について 承認 

②町人口ビジョン改定について 承認⇒第 6次総合計画目標人口（9,000人）確定 

(2)池田町議会より第 6次総合計画策定に関する提言について（1、2ページ） 

（説明：塩川課長補佐） 

 

 （進行：丸山史子 会長） 

５ 議事 

第６次総合計画素案検討 

(1)前回継続審議項目 

①協働のまちづくり（3～7ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

 ＜質疑無し＞ 

提案承認 

 

（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 小林正芳 委員 山﨑 猛 委員 内山美恵 委員  牛越邦夫 委員 

 赤田弥壽文 委員 伊藤将人 委員 

（欠席  柳沢 剛 委員） 

（池田町）  

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 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 齋藤陽一 



②（前期基本計画）計画推進の方針（9～12ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

塩月寿志 委員 

 

10ページ「課題１人口減少、少子高齢化」の解決策の具体的な内容は後ほ

ど審議するということか。 

丸山史子会長 その通り、そこで審議させていただく。 

牛越邦夫 委員 「課題１」解決策の一つ目に「保小中一貫型教育を推進します。」とある

が、内容が明確ではないので説明を聞きたい。 

次に、第 6 次総合計画期間の 10 年の間には、小学校の統廃合問題が議論

されていくと思うが、保小中一貫型教育と小学校統廃合問題について、審議

会で議論する必要があるのではないか。 

平林教育長 保小中一貫型教育について教育委員会では昨年度より議論を進めている。

内容がまだ固まらないので町の皆様に伝えていない状況である。この取り組

みは施設を一つにすることではなく、中学卒業まで一貫した理念の基教育を

進めることを指す。平成 28 年度に策定した教育大綱にある、町が目指す子

どもの将来像に向けどうしていくかが検討の中心となる。 

議論の中で施設活用についても検討していく。 

構想が固まったら町民の皆様にも相談する予定なので、よろしくお願いし

たい。 

小学校の統廃合は考えていない。 

牛越邦夫 委員 今の回答によれば、この審議会では検討しないということか。また相談す

るという相手は誰を指すのか。 

平林教育長 現在保小中一貫型教育運営委員会準備会で検討中である。内容はＰＴＡ、

議会、各団体などに相談していく。この審議会では、取り組みの大きな流れ

を理解いただきたい。 

牛越邦夫 委員 総合計画策定に関する審議会の答申は、方向性が明確なものにしていくべ

きで、言葉だけで「小中一貫型教育を進めます」と入れることはいかがなも

のか。 

また、小学校の統廃合問題はいずれ検討しなければならないと、町民は考

えているので、審議会として議論をすべきではないか。 

平林教育長 審議会では保小中一貫型教育を目指すという大筋を認めていただきたい。

これから細部の計画検討に入っていくが、まだ具体的な施策について示すこ

とが出来ないので。 

丸山史子会長 教育長の回答の通り進めて良いか。 

牛越邦夫 委員 反対である。保小中一貫型教育の内容が固まっておらずわかりにくいの

で、それを入れるべきではない。 

丸山史子会長 具体的施策について検討中であるので、「目指します」という表現にした

いとの提案であるがいかがか。 



太田芳寛 委員 前期基本計画推進の方針に入れる言葉としては、住民に分かりにくいと思

う。前期基本計画素案の「保育、幼児・学校教育の充実」という施策の基本

方針に（第 2回審議会資料 2、20ページ）「保育園から中学校まで一貫した

教育理念を共有して取り組みます。」とある。 

このような表現にした方が住民に分かりにくいと思うがいかがか。 

前期基本計画の中では実際に「取り組んでいく」という表現にすればどう

か。 

丸山史子 会長 太田委員の提案を採用し、解決策にある「保小中一貫型教育を推進しま

す。」とあるを、「保育園から中学校まで一貫した教育理念を共有して取り

組みます。」というような表現に変えることにしたい。 

私からの提案で、解決策の移住定住促進に「町の良さを知っていただくた

めの」とあるが、もっと効果的な表現は無いか。町の良さを知っていただく

ために様々な形態で情報発信し、案内をしていく取り組みを指すと思うが、

何か良い言葉の提案が無いか。 

意見が無ければこのままとする。 

赤田弥壽文 委員 保小中一貫型教育について質問する。一貫教育と言えば私立学校で、中高

一貫した教育により独自のカリキュラムを推進している学校がよく有り、私

立のイメージが強いが、町では町立の保育園、小中学校で一貫した理念の基

教育を推進していくということか。 

平林教育長 町立の保育園、小中学校で進めていく。それぞれ保育園から小学校、次に

中学校に進学する際双方の教育機関の連携は取れているが、それを一貫した

理念の基教育していくことが大きな狙いである。 

初めに中学校卒業時の 15 歳の時点でどのような子どもに育って欲しいか

目標を定め、それに向かい保育園、小学校、中学校それぞれの段階で何を体

験して学んでいくか、出来る限りカリキュラムを作り進める。 

大事なことは先生方より理解していただくことである。そのため今年度か

ら視察を行い検討し、次の段階につなぐにはどうしたら良いか考えながら、

進めていくようにしたい。 

丸山史子 会長 どのような人に育って欲しいか目標に向かい、全教職員に理解しただいた

上で、それぞれの教育機関の繋がりを強固にして進めていくとのことであ

る。 

赤田弥壽文 委員 移住定住施策に関して、アパートなど住む所が少ないとのことだが、町が

アパート経営をする、空き家対策をするなど建物を用意する施策は記されて

いるのか。 

丸山史子 会長 その点については、前期基本計画の検討の中で確認するようにして欲し

い。 



塩月寿志 委員 

 

保小中一貫型教育はＰＴＡとしても期待している。 

子育て支援施策に対する別の面で、ＰＴＡとしては安心安全に育てられる

環境づくりが町への要望で一番大きい。インフラ（電力、水道、道路、通信

網など社会や生活の基盤となる構造物や仕組み）では歩道や自転車道の整

備、横断歩道や防犯カメラの設置などである。予防接種では定期接種を受け

られなかったら医療機関で気軽に受けることができるか。及び転入する際安

心して保育園に預けられる状況であるか、次代のニーズに合わせることも含

め安心安全な環境づくりを一番望みたい。 

その点が欠けているので盛り込んで欲しい。 

丸山史子 会長 安心安全の文言をここに入れるということで良いか。 

塩月寿志 委員 

 

この項目と前期基本計画のどちらに入れるか、またどのような表現にする

かはすぐ浮かばないが、安心安全に子育てができる地域づくりということを

前面に出して欲しい。 

丸山史子 会長 事務局はそのように変更が可能か。 

塩川課長補佐 

 

審議会として、前期基本計画を検討する際審議していくのか、この項目に

入れるか方向性を決めていただくことになるが、塩月委員が具体的に要望さ

れたことと「安心安全」という言葉が結びつきにくいのではないか。 

丸山史子 会長 安心安全な環境づくりは住民全てに関わることであり、まちづくりの根底

にあるものなので、その上に立っての子育て支援策という理解ではいけない

か。 

塩月寿志 委員 

 

少子化で子育て世代を呼び込みたいのであれば、安心安全な環境で子育て

ができる地域づくりは、他の自治体で前面に出している所もあるので、第 2

回審議会でも意見を出したが、喫煙環境も含めて様々な面で環境を整えるよ

う、町として考えていった方が良いと思う。 

平林教育長 塩月委員の提案は大事なことである。提案いただいたことと、前に意見が

出された小学校の統廃合問題も含め、子ども達がベストな環境はどうあるべ

きか考え整備していくという意味で、「教育環境の整備」という表現で中に

入れさせていただきたいがいかがか。 

丸山史子 会長 今の回答で良いか。 

＜異議なし＞ 

では前期基本計画の審議の際も検討していく。 

この項目はこれで良いか。 

塩川課長補佐 只今の項目はいただいた意見により修正し再提案するのではなく、了承い

ただくということで良いか。 

丸山史子 会長 良い。 

＜提案を一部修正の上承認＞ 

(2) 前期基本計画１、２について（第 2 回審議会資料 2 19 ページまで）（説明：塩川課長補

佐） 

発言者 発言内容 

以下施策毎塩川課長補佐から説明の後質疑応答 

基本目標１ （1）自然資源の保全活用、修景の促進 

塩川課長補佐 ＜牛越委員からの、この施策に関する提案も説明。＞ 



赤田弥壽文 委員 主要施策 「地球環境保全活用への取り組み」①再生可能エネルギー利用

の推進の具体的な取り組みについては、「主要施策詳細」①に記載してある

ことか。 

塩川課長補佐 その通りである。 

伊藤将人 委員 「修景」とは、どのような取り組みを指すか。 

宮﨑産業振興課長 質問は、「美しいまちづくりへの取り組み」において「修景」の意味合い

を問われていると解釈するが、「花とハーブのまちづくり」推進として、各

家庭への花・ハーブの植栽、牛越委員提案にあった風景を守ること、森林整

備をすることなど、それぞれ出来る所から美しいまちづくりのため取り組む

という広い意味を指す。 

伊藤将人 委員 「基本方針」「現状と課題」については、そのように大きいとらえで良い

と思う。 

但し「修景」という言葉は、本来自然の美しさを損なわないように風景を

整備することという意味であるので、「主要施策」の「②花とハーブで町を

彩る修景促進」という所は、具体的に「修景促進」に変えて「美しい風景の

保全」や「より花に親しんでもらえるような環境の整備」というように具体

的な表現にしないと、どのような取り組みなのか明確にならないのではない

か。 

宮﨑産業振興課長 「主要施策詳細」には具体的に記してあるが、「主要施策」には、他の項

目も詳細に記していないので理解いただきたい。 

小田切企画政策課

長 

説明にある「主要施策詳細」は、実際の計画では省くので、「主要施策」

に一文入れるか、意見をいただきたい。 

赤田弥壽文 委員 先程の質問の続きになるが、施策の主要施策 「地球環境保全活用への取

り組み」①再生可能エネルギー利用の推進の具体的な取り組みに「住宅用太

陽光発電システム設置費補助の促進」とあるが、対象は住宅の屋根に取り付

けたものと考えて良いか。 

矢口住民課長 補助要綱により、住宅用のシステムを設置した場合対象としている。事業

者向けは対象にならない。 

赤田弥壽文 委員 自分の敷地内の空き地に太陽光発電システムを設置する場合は対象にな

るのか。 

矢口住民課長 補助要件があり、低圧配電線及び逆潮流ありで連系をするもの、電力会社

と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できるものであること及び、町内

の自ら居住する住宅に設置、もしくはシステムを設置してある住居を自ら居

住するために購入するもの、となっている。 

赤田弥壽文 委員 このシステムが住宅の屋根に設置してある場合は良いが、空き地に所々設

置されることは、自然環境保全や修景の取り組みに即しているか疑問に思う

ので、補助金は土地に設置するものも対象としているかをお聞きしたい。 

小田切企画政策課

長 

土地利用調整計画において、昨年度改定をし太陽光発電システム設置箇所

の規制を設けた。特に県道沿いから 100ｍ以内は設置不可となっている。 

再生可能エネルギーは推進していくが、景観保存という意味で設置場所に

ついて制限をしてあるのでご理解願いたい。 



赤田弥壽文 委員 県道からの距離が 100ｍを超えると、太陽光発電システム設置は可能とい

うことか。 

小田切企画政策課

長 

町内は 9 つのエリアに分けており、県道からの距離が 100ｍを超えていて

も設置不可の箇所もある。詳しくは計画を参照されたい。 

塩月寿志 委員 

 

県道沿いも太陽光発電システムが設置されている所が何箇所かある。その

設備は今後撤去され、違う用途で使われるのか。 

小田切企画政策課

長 

現在規制されている箇所に設置してあるものは、昨年度の計画改訂前に設

置されたものである。規制は今後新たに設置するものに有効となるが、過去

設置されたものは対象とならない。 

髙山副会長 先程伊藤委員より、「主要施策」に「②花とハーブで町を彩る修景促進」

とあるが、「修景」の取り組みが明確になるよう具体的な言葉に変えた方が

良いと提案されたが、違う審議に移ってしまったので、検討を続けられたい。 

伊藤将人 委員 施策をもう一度見直すと、「②花とハーブで町を彩る修景促進」と「③日

常的に花・ハーブに親しむ風土づくり」は、内容がほぼ同じであるので、②

を省くか、一つにした方が良いのではないか。修正しても「①美しいまちづ

くりへの町民の意識向上啓発、実施」からの流れも問題ないと思う。 

宮﨑産業振興課長 担当課として、②ハード面も含めた景観的な整備③は町民の意識を変えて

いくという意味で設けてある。またご議論いただきたい。 

塩川課長補佐 伊藤委員からの提案を考慮して修正するということで了承いただきたい。 

丸山史子 会長 事務局の提案で良いか。 

＜異議なし＞ 

＜提案を一部修正の上承認＞ 

基本目標１ （2）治山・治水・利水の推進 

赤田弥壽文 委員 今年高瀬川の堤防が町の南方で決壊した部分があると思うが、内鎌地籍辺

りは年々川底が深くなっていくが堤防は大丈夫か。 

丸山建設水道課長 昨年から川の流れが東側の堤防よりに移ってきている。そのため、高瀬川

大橋南のグラウンドの西側と、内鎌マレットゴルフ場、中之郷の堤防の護岸

に被害が出た。 

ダムの放流との関係で堤防にも被害が多い。川の流れを中央に寄せてはど

うかと県に相談したが、川の流れを変えることは難しいとの回答であった。 

町としては、ブロックで護岸工事をしてある箇所は良いが、中之郷のよう

に玉石構造の所は、比較的被害が出やすい。そのような箇所は、県に毎年改

修要望を出している。 

太田芳寛 委員 西日本豪雨では大きい被害出ている。治山治水の面でもハザードマップの

周知は重要であり、計画に入れていくべきではないかと思う。この項目とは

限らないが、いかがか。 

藤澤総務課長 ハザードマップは全戸配布された『くらしの便利帳』の中に入っている。

また自治会毎組織されている自主防災会にも配布し、地区公民館などに掲示

していただいてある。 

太田委員の意見の通り周知は重要であり、徹底していきたい。 



塩川課長補佐 基本計画の中で防災に関する施策は 6（1）資料は 70ページからとなるが、

ハザードマップの周知という施策は設けられていないので、全体の中で何処

に入れるか検討し、加えるようにしたい。 

 ＜他質問意見無＞ 

＜提案を一部修正の上承認＞ 

基本目標１ （3）環境衛生の向上、資源循環の推進 

山﨑 猛 委員 この項目は、先に出た地球環境保全に向けゴミの資源循環を推進させると

いう重要な項目になる。 

現状に一人当たりの燃えるごみの排出量が、穂高広域施設組合構成市町村

の中で一番多いとあり、分別の徹底や食品ロスの削減啓発などにより資源循

環を進めるとあるが、成果指標の目標値が客観的に多いか少ないかわからな

い。 

福井県池田町に視察に行った際、ごみ排出量をゼロとすることを目指して

いた。資源循環するよう分別を進め、それを教育の中で身に着けるよう取り

組んでいた。 

町も美しいまちづくりのため、ごみ排出量ゼロを目指して住民への啓発と

教育の中でごみを出さないという意識で取り組んでいくのか、目標値が多い

か少ないかと合わせて取り組みの姿勢を聞きたい。 



矢口住民課長 長野県の一般廃棄物の一人一日あたりのごみ排出量は、全国で最も少なく

て 3年連続日本一になっている。当町も県平均並の排出量となっている。全

国平均より大分少ないが、穂高広域施設組合構成市町村の中では一般家庭系

の燃えるごみの一人あたりの年間排出量が一番多くなっている状況である。 

燃えるごみの減量化を推進するために生ゴミの水切り、分別などを徹底し

ていただくよう、町広報、チラシ、学習会での啓発及び先程山﨑委員の意見

にもあった環境教育推進が必要である。 

成果指標の一般廃棄物年間総排出量目標値 2,800トンの値について、現状

値は 2016 年度現在 3,082 トンでこの中の事業系のごみを案分する割合が決

まっていないため一年前の数値を掲載している。 

現状値をこの年度の人口で割ると、1 人当たりの年間ごみ排出量が 303 ㎏

である。これを 300㎏まで減らしたいと目標を立て、想定人口 9,356人で計

算し目標値を出している。 

次の指標一人当たり燃えるごみ排出量について、現状値 140.6㎏を 135㎏

にしたいとの目標である。 

先程の指標では全体で 3kg減らしたいと言っているのにこちらは 5.6㎏減

っているのはおかしいと思われるだろうが、こちらが燃えるごみの排出量を

減らすことで、実は燃えるごみの中に資源ごみとして分別出来るものが入っ

ている。その分別を徹底することにより燃えるごみの量が減り、資源ごみの

量が増えることから、目標値はその点を考慮して設定したものである。 

現状と課題にあった一人あたり燃えるごみの年間排出量が多いことは、事

情により変わる。アパートなど民間集合住宅では経営者がごみを事業系とし

て出すので、ごみ処理の費用も事業主負担となり市町村負担が減る。民間集

合住宅の少ない池田町のような市町村では、全体の一人当たりのごみ排出量

が多くなる。 

山間地域の町村のように生ごみを畑で自家処理する人が多いと排出量が

減る。町は自家処理率が高くないので排出量が多くなる。 

各市町村の事情が異なるため、同じ条件で比較することは出来ない。 

このような状況の中で、町としては現状より減らす施策を推進すること

で、この目標を達成したいと掲げた数値なので理解いただきたい。 

山﨑 猛 委員 いただいた説明で目標値設定根拠はわかった。 

美しく地球環境に優しいまちづくりを推進する中で、町は教育その他の面

で、町から排出するごみは無くしていくのだという大きな方針を掲げて取り

組む必要はないのか。検討願いたい。 

森泉恵子 委員 目標値の算出の仕方は住民課長の説明によりよく分かった。成果指標を説

明される際、その根拠を説明してもらえば分かりやすくなる。 

また目標値に向かうためには予算が重要で、予算額を記載すれば取り組み

に係る経費が分かるし、町も準備がしやすいのではないか。 



矢口住民課長 目標値に近付くため広報や学習会による啓発、食品ロスを出さない 3010

運動（宴会で食べ残しを出さないため、開始後 30分、終了前 10分間は席に

座り食事を食べるよう努めること）の周知、台所三角コーナー用水切りネッ

トを再度全戸配布するなどごみの分別を促す啓発を進める。 

目標値は到達不可能な数値を掲げても達成が難しい。一人当たり燃えるご

み排出量はこの値まで減らすことができれば、穂高広域施設組合構成市町村

の中でも平均値に近付くので、目標値は提案通りでご理解いただきたい。 

小田切企画政策課

長 

森泉委員より予算額も記載するよう要望が出されたが、予算は単年度毎編

成するので、5 年後の目標値と予算を結び付けることは非常に難しい。且つ

その額が多いか少ないか判断も困難である。 

歳出額に充てる歳入の額も記載がないと不十分であるが更に難しいので、

取り組みに対して予算額を記載することは今後の課題とさせて欲しい。 

丸山史子 会長 山﨑委員の発言で出された福井県池田町の取り組みは大変参考になった。

学校教育でも物を最後まで大切に使い、ごみを分別し再利用する取り組みを

学ぶ。教育による啓発をする文言を入れることも必要かと感じた。 

子どもが学校でごみ処理について学んだことを家庭で伝えれば、それも啓

発につながる。先進地の学ぶべき所は取り込むことが大事である。 

村上美保 委員 先程から話題になっている、「一人当たりの燃えるごみ排出量が、穂高広

域施設組合構成市町村の中で一番多い状態が続いている」という箇所につい

て、町は畑作も多く生ごみを循環できる環境にあるのに何故多いか疑問であ

ったが、民間集合住宅が含まれていないなど前提条件が違うという回答で納

得した。 

前提条件が違うので、あえて計画の課題に入れなくても良いのではない

か。 

ごみの分別が進み燃えるごみ排出量が減れば良いことであるが、課題に掲

載されると、この点だけクローズアップされてしまい、民間集合住宅が含ま

れていないなど前提条件が違う点がわからないままだと、池田町はごみの分

別がされていなくてひどいという印象ばかり与えることになるので、入れな

くて良いのではないか。 

矢口住民課長 この状況はいろいろな所で公表されており、入れなければいけないかと思

ったが、市町村により条件が異なり一概に比較出来る所ではないので、入れ

なくても良いのではないか。 

塩川課長補佐 山﨑委員の発言にもあった、美しいまちづくり及び地球環境保全のためご

みの分別を進め、資源循環をし、燃えるごみを極力減らそうという意識付け

が足りないことを課題に入れ、それに対する啓発などの取り組みを施策に入

れるようにすればどうか。 

 ＜異議なし＞ 

塩川課長補佐 森泉委員から要望された目標値設定の根拠の説明は、行うと時間がかかる

ので、疑問がある箇所は質問をいただいて答えるようにしたいがいかがか。 

 ＜異議なし＞ 



太田芳寛 委員 ワークショップでの提案にカラス対策が出されている。項目では③環境公

害対策に入るであろう。住民の関心が高い問題であり、解決策として納得い

ただけるような施策を入れるべきではないか。例えば白馬村では電線埋設が

計画されている。今でなくて良いが、対策を検討されたい。 

丸山史子 会長 要望としてお聞きする。 

五十嵐大修 委員 現状と課題に「不法投棄について大きく増えることはないが、依然続いて

いる。」とあるが、削減への取り組みを進めるよう文言を変えて欲しい。自

治会で年 2回道沿いのごみ拾いをするが、多いのは空き缶、他に、電気器具、

おむつなどがあり大変マナーが悪い。 

丸山史子 会長 自治会でのごみ拾い活動有り難く思う。近年ごみの量は増えているか。 

五十嵐大修 委員 増えていると思う。 

丸山史子 会長 文言の変更を検討して欲しい。 

塩川課長補佐 どのように変更すれば良いのか。 

五十嵐大修 委員 すぐは浮かばないが、「依然として続いている。」という表現は改めて欲

しい。 

塩川課長補佐 モラルに欠け、不法投棄は減らず、啓発を強化することが必要というよう

なことで良いか。 

 ＜異議なし＞ 

塩川課長補佐 表現を改める。 

小澤裕子委員 担当課の目から見て、燃えるごみの量が減らない原因はどこにあると思う

か。 

矢口住民課長 原因について、一つはごみの分別が徹底できないことである。資源ごみと

して出すべき物が燃えるごみの中に入っている。分別の啓発は学習会などを

通して進めていきたい。 

もう一つは生ごみの処理の仕方である。水切りを行うだけでも大分違う。

燃えるこみの計量は重さにより行うので。 

小澤裕子委員 下水道への接続は 100％達成しているのか。 

建設水道課長 接続率は 90％は達成したがそれ以上は啓発しても進みにくい。 

子どもは別に住まいを設け自分の世代の後住む人が居ない、また家の中を

改造しないと下水道に接続できないなどの理由によるのではないか。 

小澤裕子委員 率が少しでも上がった原因は、自然に増えたのか行政からの働きかけによ

るのか。 

建設水道課長 啓発も行っているが、家の新築時は接続を行うので接続率も増加すること

になる。 



赤田弥壽文 委員 日本一美しいまちを目指すことを一番のビジョンに掲げている以上は、景

観の美しさは推進してもごみの削減や資源循環への意識が低く、出す量が多

いことは大きな課題である。 

山﨑委員の意見の通りごみゼロを目指すのであれば 5年間で出来ることは

わずかでも定性的な目標設定は必要である。また現状把握を正確にせず、過

大対策を立てても事業推進が伴わないことになるので、燃えるごみの排出量

が一番多いことは町民に理解してもらう必要があるのではないか。文面に記

載すべきだと思う。 

不法投棄が多いのであれば、その量を把握し、その変化を見て啓発の成果

が表れたかどうか評価できるが、把握ができないと取り組みの検証ができな

い。 

目標設定には定性的なものと定量的なもの両方が必要である。 

矢口住民課長 不法投棄について、9 名の連絡員より現場を確認し報告をいただき、こち

らから投機者へ撤去を促すようにしている。 

その現状値を把握し目標を設定することは検討していきたい。 

また定性的な目標の設定については、具体的には文面にごみゼロを目指す

と入れた方が良いということか。 

ごみゼロと言っても、地域に散乱しているたばこの吸い殻、空き缶もあれ

ば、家庭から出されるごみもあり、全てを対象とするか扱いが難しいと思う。 

赤田弥壽文 委員 経営という意味では、企業も町もある意味では似ていると思う。 

経営する会社で流出不良 0件、不良品をお客様に出す量はゼロにしようと

の目標で取り組むが、実際には出てしまうので、それをいかに無くすか毎年

工夫している。 

町でも掲げるビジョンはあくまでもごみゼロを目指すことが大前提にな

ると思うが、実際に出るごみがある。140 ㎏程出ているごみを実際 5 年間で

ゼロにすることは物理的に無理だと思うので、それを挑戦してこれだけ減ら

していこうという自己啓発された意識の中で行うのであれば、目標値が高い

か低いかよく考えて設定すべきである。 

目標というのは設定により挑戦する意識を高める意義もあるので、そうい

う意義も考えて減らす数値を明確にした方が、より具体策が出ると思うがい

かがか。 



山﨑 猛 委員 美しいまちづくりを一番の目標に掲げ取り組んでいる町としては、どう考

えるかとても大切な問題である。 

美しいまちづくりへの取り組みとして、この町からエネルギーを使ったご

みの処理はしないというような大きな方針を掲げる。主要施策①に「ごみの

資源循環推進」とあるが、これはとても重要な取り組みで、再利用できる物

は出来るだけ地球に、生活に戻していく。こういうような考え方を徹底して

進め、仕組みを作ることが必要なのではないか。 

先程ごみゼロということは福井県池田町のキャッチフレーズを例に出し

たもので、ゼロにしますと言い切ってしまうことよりは、今後の 5年間でご

みは資源循環し、極力無くしていくのだという意識づくりをどのように行

い、仕組みを作っていくか考えていくことが大切ではないか。 

その意識について議論が必要であると思ったので、先程定量的定性的とい

う表現を使った。 

提案された目標値は、「自然環境を守り暮らしに活かす町」と基本目標に

掲げる割に値が低いのではないか。 

矢口住民課長 ごみゼロを目指していきましょうと目標に掲げることは良いと思う。 

目標値については、一般廃棄物年間総排出量 3,082トンという内訳は、一

般家庭系のごみは 1,402 トン、事業系のごみが 1,057 トン、直接搬入が 108

トン、資源ごみが 456 トン、粗大ごみ回収によるものが 30 トン及び不燃ご

みが 29 トンである。これをゼロに近付けることは不可能である。一般家庭

系のごみを減らしても事業系、資源ごみが増えることになる。 

徐々に減らしていくように進めていきたいというのが、町の考え方であ

る。 

言葉として、ごみゼロに近付けていこうという啓発の意味で入れることは

良いと思う。 

丸山史子 会長 資源循環の取り組みとして食器のリサイクルも進められている。 

出された意見を踏まえて修正して欲しい。 

塩川課長補佐 現状と課題にある「燃えるごみ排出量が、穂高広域施設組合構成市町村の

中で一番多い」という箇所について、村上委員より各市町村条件が違うので

入れない方が良いという意見と、赤田委員より現状は町民がわかった上で取

り組んだ方が良いから入れるべきだとの意見が出されているので、審議会と

してどちらにするか決めて欲しい。 

牛越邦夫 委員 数年前町のリサイクル推進委員会で、ごみの減量化を目指す取り組みにつ

いて議論をし、啓蒙活動を行った。その当時から燃えるごみ排出量は一番多

い状況であり、その危機感があった。生ごみを減らすには自家処理が大変大

切であり、意識啓発に取り組んだ。 

成果を出すことが難しく今日に至っているのではないか。 

啓蒙活動はとても重要で強調して欲しい。ごみの排出量が一番多いことは

事実なので課題として入れた方が良いのではないか。 



丸山史子 会長 課題に一番多いことを記載するかどうか、多数決で決めさせていただく。 

＜入れるという意見多数＞ 

それでは記載することとする。その点が改善されたら、またその状況を広

報していただければ張り合いになって良いのではないか。 

＜提案を一部修正の上承認＞ 

基本目標１ （4）公園緑地の整備活用 

丸山史子 会長 公園とは、町のどの公園を指しているのか。 

塩川課長補佐 住宅の中の緑地なども含めて町の中に緑を増やしていくことを目指して

いるので、特定の名前がついた公園だけではなく全体的な捉えと認識いただ

きたい。 

丸山史子 会長 地区にある基幹センターの広場も含まれるか。 

塩川課長補佐 その通り。 

塩月寿志 委員 神社内は公園に含まれるのか。 

塩川課長補佐 神社内は公園とは捉えていない。 

塩月寿志 委員 町内にある遊具を町が点検し、そのまま放置されている状況が何箇所かあ

ると思うがどうなっているのか。 

塩川健康福祉課長 昨年度遊具について、業者委託により点検を行った。自治会の意向を聞き、

撤去の要望が出されている所は今年度中に実施する予定。 

修理や更新を希望されている物は多額な費用が掛かるので、検討をし、計

画中である。 

塩月寿志 委員 この件についても施策として取り組んで欲しい。 

小林正芳 委員 現在建設中の地域交流センター西側に作られる予定の公園はどのように

なるのか。 

また基本方針 2番目に「民間の力を活かす」とあるが、どのようなことを

指しているのか。 

倉科生涯学習課長 1 点目の質問について、現在建設中の地域交流センター西側に緑地公園を

造成する。西側に駐車場、南側の養鶏場があった所は緑地帯とし、クローバ

ーを植えた野原としたい。その北側に公衆トイレ、水飲み場を設置していき

たい。今回の工事では遊具設置の予定は無い。西南にフェンスを設置予定で

ある。 

小田切企画政策課

長 

2 点目の質問について、公園を造るというということではなく、民間によ

る団体のイベント開催により公園を活かして活性化させるというソフト面

での取り組みである。 

小林正芳 委員 町内にクラフトパークはあるが、町中に子どもが安心して遊べる場所が無

い。気軽に遊べる場となるようぜひ考慮して欲しい。 

五十嵐大修 委員 地元自治会基幹センターにある遊具は点検の結果使える物と使えない物

があった。修理は町の予算で行ってもらえるのか。 

また先程町中に子どもが遊べる遊具が欲しいと意見が出ていたが、ぜひお

願いしたい。 

塩川健康福祉課長 先程の回答と繰り返しになるが、遊具の撤去のみ先行して行う。修理や更

新は多額な費用が掛かるので、検討をし予算に応じて進めていく。 



小田切企画政策課

長 

地域交流センター公園の説明は先程あったが、その他役場入口に、現在あ

る公民館を壊した後緑地公園を造る。いずれも緑地公園となり、予算の面か

らも遊具設置は難しい。 

丸山史子 会長 予算の面で厳しいとのことである。 

塩川課長補佐 要望としてお聞きすることとしたいがいかがか。 

丸山史子 会長 それでは要望とさせていただく。 

内山美恵 委員  基本方針の 1番目に「緑豊かな憩いの場となる」とあるが、町は「花とハ

ーブの里」作りを目指しているので、花についても一言加えていただきたい。 

それが資源となり、観光客に案内できるようになれば良いと思う。 

丸山史子 会長 要望通り入れることとしたい。 

塩月寿志 委員 主要施策にあるクラフトパークを有効活用という所に「レンタル自転車の

導入」とあるが、公園内だけなら良いが、クラフトパークに行くために導入

するには、坂が急で無理ではないか。 

宮﨑産業振興課長 ハーブセンターを拠点とし、レンタル自転車として電動アシスト付き自転

車を導入し、クラフトパークや美術館に観光客を誘導したいと考えている。 

森泉恵子 委員 成果指標について、主要施策にある施策の有効活用に関するものはある

が、公園緑地整備に関するものは無い。目標を設けた方が良いのではないか。

遊具に関わる要望も出ていたので。 

小田切企画政策課

長 

公園緑地整備に関して、公園の設置と遊具の整備という二つの面から考え

なければいけないが、検討させていただく。 

 ＜提案を一部修正の上承認＞ 

基本目標２ （1）子育て支援・青少年健全育成 

塩月寿志 委員 成果指標にある「若者・子育て世代の子育て支援サービスに対する満足度」

について、現状値が 48.5％、目標値が 50％となっているが、この値が高い

のか低いのか、全国的にどうなのか、説明して欲しい。 

塩川課長補佐 このアンケートは、総合戦略計画の際検討資料として行ったもので、町独

自で実施したため、他市町村との比較はできない。実施も 1回行っただけな

のでその後満足度が上下しているか確認出来ない。 

期待が多い分野でもあるので、満足度を上げるよう取り組みを進めていき

たい。 

塩月寿志 委員 50％では半分が不安ということになる。7割、8割の目標として欲しい。 

丸山史子 会長 先日町に移住された方から、0 歳からの保育サービスがあり、且つ総合的

に見て子育てをするのに良い町だから池田を選んだと聞いた。 

町は子育てに力を入れており、目標も高くしてはどうか。 

塩川課長補佐 企画会で検討させていただきたい。 



伊藤将人 委員 

 

一つ目は、現状と課題の 3番目に、「全国的に家庭の教育力の低下」とあ

るが、以前より親が子どもの教育に熱心になり接する時間は伸びていると言

われる。教育力が低下しているか指標がある訳では無いので、イメージに過

ぎないのではないか。 

二つ目は、同じ箇所に「発達の特性に偏りのある子どもの増加」とあるが、

これも確実な捉えと言えるのか。発達支援という捉えも現在の方が対象の幅

が広くなったから増えたとの認識をしているだけで、実際は昔の方が多かっ

たと言う人も居る。 

これらの記載について、懸念を示す人も居るのではないか。 

また 6番目の課題にネットトラブルやゲーム実施時間が増えているとある

が、インターネット使用時間も含まれるのか。トラブルが増えていることは

若者に限らず年配者にも多いと聞く。素性が明らかでない人との交流に関し

て、以前と価値観が変化している。回避する知識や意識も高くなっている。

学校でも教育に組み込まれているので、使い慣れていない年配の世代の方が

影響を受けやすいとも言われる。果たしてこれが課題を言えるのか。 

自分達は普段、素性が明らかな人とだけ交流しているかと言えばそんなこ

とは無い。街の中にも明らかでは無い人は沢山いて交流しているので、この

課題もいかがなものか。 

またここからは意見であるが、主要施策の 12 番目に子育て企業サポート

の普及促進とあるが、これは大変重要な取り組みであると思う。このような

体制が整っている国や地域は、家庭社会学の研究では出生率や満足度が高

い、ということが明らかになってきている。 

共働きで子育てをする際、企業がどのようにサポートをしてくれるかが大

事で、その働きを更に町がサポートすることはとても大切である。 

成果指標について、小布施町が子育て支援やまちづくりに力を入れている

中で、成果指標に子どもの数を入れている。池田町も指標に、出生数を入れ

ることを検討すればどうか。 

また今後、結婚している人だけが子どもを持つ時代ではなくなる。そうな

ると婚姻と子どもの数は連動しにくく、指標に出生数を入れるほうが、的確

な目標設定になるのではないか。 

また指標の「男女問わず参加しやすいサークル活動の新規立ち上げ件数」

や「いけだＤＩネットを介した成婚者数」は、目標として掲げるのにふさわ

しいか。「子どもの関わる事件・事故件数」もあえて指標に入れなくても良

いのではないか。 



塩川課長補佐 まず現状と課題の 3番目「全国的に家庭の教育力の低下」とあることにつ

いて、町での課題に入れない方が良いということであれば検討させていただ

く。 

「貧困家庭」の増加については全国的問題になっている。 

「発達の特性に偏りのある子どもの増加」について、集団学習が不得意な

子どもが増えていることは事実で、そのため子育て支援を強化するためにも

対応が必要で、表現は検討するが課題には入れたい。 

ネットに関わる件で、子どもへアンケートを取ると、素性が明らかでない

人との交流を悪いと思わない子どもが予想より多くあり、とても心配な所で

ある。悪い目的でネットを通じて子ども達に近付こうとする大人もあるの

に、子ども達は危機感を感じていない。保護者にも子どもにもその危険性を

分かっていただき、素性が明らかでない人と接触できないような対策を取っ

て欲しい。そのための啓発は大事であると考えているので課題に入れたいの

でご理解いただきたい。 

主要施策の「子育て企業サポートの普及促進」について、大事であるとい

うのはご意見の通りなので推進していきたい。 

成果指標については、総合戦略を継承することにより、成果指標も引き継

がなければいけないのでご理解いただきたい。 

結婚支援については、ご指摘の通り結婚への考え方が変化しており夫婦別

姓を望み婚姻届を出さない方もあろうと思うが、結婚したくても出来ない方

が居ることは事実で、出会いの場を設けるよう支援をしていきたい。 

「子どもに関わる事件・事故件数」についても、塩月委員から安心安全な

環境で子育てしたいとの話もあったが、ネットトラブルに巻き込まれないよ

う取り組みをすることも一つで、大事なことなので入れていきたい。 

出生者数を指標に入れればどうかというのは、目標の設定が難しい。 

伊藤将人 委員 

 

出生者数について、小布施町ではどのように設定したかというと、学校を

統廃合せず維持するためにはこの位の子どもの数が無ければならないとい

う所から目標値を設定しているので、また検討いただきたい。 

塩川課長補佐 検討させていただく。 

塩月寿志 委員 先程の意見でも出た成果指標の「子どもに関わる事件・事故件数」につい

て、実際事件事故が起きた時に、数値を公表していく姿勢を出すことは大事

であるので設けて欲しい。 

また保護者として安心して子育てするために通学路の安全確保に関する

施策を入れて欲しい。 

塩川課長補佐 通学路の安全対策については、3(4)交通の整備に入れてある。分野毎施策

を設けてあるのでご理解いただきたい。 

 ＜提案を一部修正の上承認＞ 

６ その他 

 (1) 今後の審議会の案内 

（塩川課長補佐） 

７ 閉 会 （髙山副会長） 

終了 12：00 


