
池田町第６次総合計画 

第５回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 平成 30年 9月 25日(火) 13：30～ 

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 （丸山会長） 

３ 議事録確認 （説明：塩川課長補佐） 

意見があれば 10月 5日（金）までに事務局へ連絡するよう依頼 

４ 議事 

第６次総合計画素案検討 

(1)財政の動向（1～2ページ 説明：塩川課長補佐） 

(2)前期基本計画 2(2)から 4（第 2回審議会資料 2 20～60ページ）（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

以下施策毎(議会からの提案も含め)塩川課長補佐から説明の後質疑応答 

基本目標２ (2)保育、幼児・学校教育の充実 

中山教育保育課長 学校給食に関する補足説明 

村上美保 委員 

 

学校給食に強化米が一部使われている。ビタミンや栄養調整のため入れて

あると思うが、私自身は不用であり、除いて欲しいと思っている。 

強化米を入れる必要はあるのか。 

中山教育保育課長 強化米に関して給食センターと栄養価に注意しながら調査研究していく。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

（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  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 柳沢 剛 委員  

牛越邦夫 委員 赤田弥壽文 委員  

（欠席  太田芳寛 委員 伊藤将人 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 



牛越邦夫 委員 議論の進め方について、事前の質問と回答が出ているが、その扱いはどう

するのか。 

丸山史子 会長 事前にいただいた質問意見への回答は出されてある通りなので、それにつ

いての質問意見をここで討議していくこととしたい。 

塩川課長補佐 事前に回答を配布した際の文書で説明を入れたが、回答に関して改めてこ

の場で説明はしないので、出した回答へ更に質問意見があったら出して欲し

い。 

基本目標２ (3)生涯学習のまちづくり 

牛越邦夫 委員 現在建設している地域交流センター利用者の目標値は設けた方が良いの

ではないか。 

事前質問で、町施設の過去利用者の状況を報告いただいたが、平成 29 年

度の状況で、公民館、福祉会館を併せて 25,700人位、図書館貸出人数は 8,554

名である。図書館は 1万人の人数は確保しなければならないと考え、施設全

体の利用者の目標は 35,000人位との数字が出てくるのではないか。 

また創造館は、14,644名との報告であるが、成果指標に創造館の催し開催

数、自主回数７とあるが、ホールを使う回数がこの数値だと思うが、利用人

数の数字はどこからどういう利用者があってこの数が出ているのか教えて

欲しい。 

倉科生涯学習課長 公民館について利用者数の目標は設けていない。地域交流センターについ

ても設ける予定は無いが、今後そのような意見があれば検討していきたい。 

創造館利用に関する質問について、目標値は創造館が主催の催しの数を設

けてある。利用者人数の実績は自主開催だけではなく、利用者が主催するも

の、サークル活動など全ての利用に関する、ホールや他部屋を併せての人数

である。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標２ (4)生涯スポーツの推進 

(5)交流の拡充 

丸山史子 会長 ＜(4)生涯スポーツの推進に関して＞ 

主要施策「④スポーツへの興味拡大～」について、過去町で優秀な選手を

輩出したが、その当時は気運を高める啓発が盛んであり、全国的に知名度が

高い講師による講演会を数回開催した。この取り組みを強化して欲しい。 

倉科生涯学習課長 只今の要望を十分施策に活かしていきたい。 

丸山史子 会長 他町民から、町内に簡単な器具の設置があれば、気軽に日常生活の中で体

力筋力の増強ができるのではないか、との意見がある。 

地区の広場に器具を設置し活用している所もあると聞くし、クラフトパー

クにバスケットボールのゴールを設置すれば、若者がシュートの練習のため

足を運ぶのではないか、との提案もある。 

町全体の施設の中で気軽にスポーツを楽しめるような環境を整えて欲し

い。 



丸山史子 会長 ＜(5)交流の拡充に関して＞ 

成果指標に「大北圏域以外の都市・自治体との交流 交流件数」が 2箇所

以上と設けられているが、具体的に交流先の検討は進んでいるか。 

小田切企画政策課

長 

国内外含めて交流先を検討しているが、具体的にはなっていない。 

赤田弥壽文 委員 ＜(4)生涯スポーツの推進に関して＞ 

はつらつ健康スタンプ事業と関連する所はあるのか。 

丸山史子 会長 健康保持増進のために、食育プログラムで示しているバランスの良い食

事、生涯スポーツの推進及び社会活動への参加、この 3つが無いと豊かな生

活は送れないと言われている。 

倉科生涯学習課長 この項目に直接出ては来ないが、はつらつ健康スタンプ事業では、ポイン

トが付く項目に、自分で目標を立て３カ月以上取り組むというものがある。

軽スポーツ、ジョギングなどの運動を目標を決めて実行すれば対象になる。 

赤田弥壽文 委員 事業の趣旨と成果に合わせて総合計画をたてるべきで、その点はどうなっ

ているのか。 

塩川課長補佐 この事業は、基本計画「5(2)保健予防・医療の充実」に関する取り組みに

なるので、次回審議会の際検討することとされたい。 

小田切企画政策課

長 

この事業は、健康診断を受けることを前提とし、がん検診受診や健康に関

する講演会参加など項目が幾つかある中で選び、取り組むとスタンプが付

き、それをためていくものであるので理解いただきたい。 

赤田弥壽文 委員 事業を効果検証し、今後の総合計画に入れるかどうか検討いただきたい。 

丸山史子会長 次回検討することとする。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標３ (1)道路の整備 

牛越邦夫 委員 事前質問により、（仮称）細野橋建設に係る費用を 40 億円と回答いただ

いた。費用対効果の面から、橋を作ってどれだけの経済的効果、交通がある

のか。高瀬川大橋はどこからでも簡単に橋を渡っていくことができる。 

 基本計画から（仮称）細野橋整備は削り、地域高規格道路整備とある項目

を拡充して、例えば安曇野北インターに向かう道路を整備すると加える方が

良いのではないか。 

 町はどうしてもここへ橋を掛けたいとの意向で、県に要請していく決意が

あるのか聞きたい。 

丸山建設水道課長 この要望は長い間、ＪＲ大糸線の細野駅から通学通勤に向かうことができ

るよう橋が欲しいと、住民から要望されてきたものである。橋の建設が予定

されている場所は高瀬川の松川地籍であるため、高規格道路へつなぐ道とし

て県道の位置づけで橋がかからないかと、県に要望している。 

引き続いて要望していくので、この計画に入れてある。 

赤田弥壽文 委員 建設は決定されているのか。 

丸山建設水道課長 県の計画に位置付けられてはいない。高瀬川大橋と高瀬川の中心に橋を掛

けて欲しいということを積極的に県に要望していくというものである。 



赤田弥壽文 委員 個人的には橋の建設には反対である。費用負担が県か町かという点はある

が、人口減少が進む中で、その税金の負担は県民である町民にかかる。これ

だけの投資をしてそのメリットを活かせるのか、という点では現在の橋で十

分ではないかと思う。 

何十年も前から橋は二つしか無い中、生活をして来た。通学のためにとい

う目的であれば、更に少なくなる学生のためにバスを走らせるなど違う施策

が考えられる。 

県の予算で行うならば良いとの見解では、県全体が良くなってはいかな

い。計画の抜本的な見直しが必要ではないのか。 

丸山建設水道課長 昨年度多くの町民から意見をいただくため、少数の地区単位で何回かまち

づくり懇談会を行ったが、複数の地区で何人からもこの橋の建設へ強い要望

をいただいた。 

どこの予算を使っても税金による負担であることは変わり無いが、町の予

算では設置が出来ないので、高規格道路への接続という位置付けで要望は続

けていく。 

赤田弥壽文 委員 最終的には町が決定することであるので自分からはこれ以上意見は無い。 

牛越邦夫 委員 町の土地利用調整基本計画について、また何年後かに改定の際議論するこ

とになるが、その計画の地図上に橋の建設部分が点線で入っていたと思う。 

しかし本当に橋を掛けるのか、という議論はされてはおらず、掛けるのな

らばここであると記入されただけではないのか。 

この場では第 6次総合計画に入れるかどうか議論をしているもので、そう

いう要望があったというだけではなく、次回土地利用調整基本計画改定時に

繋げていくとして、この計画からは除いた方が良い。 

村上美保 委員 

 

私自身も費用対効果の面などにより、必要無いと思う。 

橋を掛けて欲しいと言う方も、その費用負担がどの位税金にはね返るのか

わかって要望しているか疑問である。 

本当に橋が必要なのかも見えて来ない。取り下げを希望する。 

丸山建設水道課長 毎年これは県に要望しているもので、ここで取り下げてしまうと計画に無

いことなので要望出来ない。 

高規格道路との関連もあるので、この計画には入れておき、引き続き県へ

要望出来る状況を作っておいて欲しい。 

小林正芳 委員 道路の問題は、将来町がどういうまちにしていくか、そのためにどこに道

路が必要かという議論になってくると思う。そのためこの橋がその中でどう

位置付けられて来るか、見えて来ないからこういう議論になる。 

例えば高規格道路へつなぐ主要な道路として扱いながら、そこに工場誘致

をしていくとか、そのような方向性が出てくればこの橋が非常に重要である

と位置付けられる。その点も含め総合的なまちづくりの計画をしっかり立て

ることが重要である。 

丸山史子会長 小林委員の意見を踏まえて、町としてまちづくりに関して再考していただ

くとし、議論を進めていきたい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 



基本目標３ (2)住宅対策の推進 

丸山史子 会長 基本方針に「宅地造成を積極的に展開します。」とあるが、具体的にどの

場所に造成するよう計画されているのか。 

小田切企画政策課

長 

まだ構想の段階であるが、新しく大型商業施設が出来人の行き来があるの

で、豊町から林中にかけた辺りに想定している。 

但し農振農用地であるので、除外手続きのため県の農業政策課との協議が

必要となり、すぐ実行出来る訳では無い。 

牛越邦夫 委員 ＜資料の数値誤りについて指摘＞ 

五十嵐委員からの「あづみ病院利用者が活用できる住宅の供給」との提案

は大変良いことである。同病院にリハビリのため遠くから通院しており、近

隣で宿泊出来れば良いとの希望を聞いたことがある。町営住宅を 40 数戸廃

止していく方針であるので、既存の住宅を短期でも低利で貸し出すような方

向を検討して欲しい。 

丸山建設水道課長 町営住宅は、三丁目東と豊町の２団地のみ残し、他の団地は現在入居され

ている方が退去されたら取り壊す計画である。 

公営住宅法により建てた建物については入居資格が決められており、入る

方は限られる。 

先程の提案を活かすには、町営住宅の用途を廃止して違う用途に使えるよ

うにしなければならない。その場合改修するのに多額な費用が掛かるため、

現状では困難である。 

塩川課長補佐 指摘いただいた資料の誤りについては訂正願いたい。 

五十嵐大修 委員 牛越委員の意見に関して、リハビリに通われる方は運転が出来ず付き添う

人も必要となり大変なケースもある。リハビリのため宿泊される場合、入院

時知り合った方とは同室での利用も想定されるため、空き家活用も視野に入

れ提供出来るよう検討されたい。 

丸山史子 会長 提案は直ぐ実行することは難しいとの回答である。今後への要望とさせて

いただく。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標３ (3)上下水道の整備 

丸山史子 会長  主要施策下水道の整備の箇所に、下水道ストックマネジメント計画策定と

あるが、具体的にどのような計画か。 

丸山建設水道課長  長期的な耐震化も含めた更新などの計画である。 

丸山史子 会長   現状と課題に、全水道管の 3割が今後耐用年数を迎えるとあり、これにつ

いても年次計画を立て更新していくと理解すれば良いのか。 



丸山建設水道課長  上水道も下水道も、長期的な観点から施設更新の計画を立て維持管理して

いく。これがそれぞれの料金に関係してくる。 

 水道料金について事前質問もいただいているので説明させていただく。料

金が他市町村より高いと話も聞くが、独立採算制で健全経営を目指して取り

組んでいる。 

 水道施設は 2028 年頃から管路の施設更新を始め、その後水源地の施設更

新も行う必要がある。現在更新への準備として料金の内一部を積み立ててい

る。そのため割高になる。 

 建物を新規整備した際と同額の費用を積み立て、更新の際費用が 2倍掛か

るとなると、積み立てを使った上不足分は借金し、返済していくという考え

方である。ご理解いただきたい。 

 低い料金設定をしている他市町村は、更新の際は借金して行い、次の世代

が返済していくとの考えによる。担当者は料金を上げて将来に備えたいとの

希望があるが、料金設定を抑えているため、値上げに理解が得られないとの

話も聞いている。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標３ (4)交通の整備 

塩月寿志 委員 

 

三校ＰＴＡで、通学路等の交通安全に関して要望を出し、教育懇談会で協

議している。しかし自治会からの公道の整備への要望などが優先される、と

の話を聞く。 

保護者は自治会活動に参加していない方も多く、要望が出しにくい。通学

路によっては複数の自治会にまたがっている箇所もある。差し迫った通学路

の安全対策として要望を出しているので、自治会と同様の優先順位で扱って

欲しい。 

丸山史子 会長 私共の自治会では回覧板により各家庭からの要望を聞いているが、自治会

により方法は異なるようである。 

中山教育保育課長 教育懇談会により要望をお聞きしておるが、地域要望として自治会を通し

て出して欲しいと話をしている。 

自治会は地区の状況を良く把握しているし、コミュニケーションという意

味でも自治会に協力依頼をして欲しい。地域要望として十分に対応させてい

ただく考えである。 

協力要請が得られない場合は個別に相談させていただく。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標３ (5)移住定住の促進 

丸山史子 会長 親元近居移住助成制度はいつから始まったのか。 

小田切企画政策課

長 

昨年の 10 月からである。移住対策補助金の一つとして支援している。昨

年度 2名、今年度 5名の方へ補助金を交付している。 

丸山史子 会長 現状と課題に、町の知名度が低いとあるが、移住された方に聞くと多少交

通は不便ではあるが大変暮らしやすいとの声を聞く。移住された方の声を発

信することは施策に入っているのか。 



小田切企画政策課

長 

都市部の移住セミナーで町をＰＲすると、初めて池田町を知ったという方

がほとんどである。知名度を上げることは必要である。 

そのため県や大北自立圏主催のセミナーで引き続きＰＲしている。 

町ホームページでも、移住者である地域おこし協力隊により、暮らしの様

子を発信している。また移住されて来た方々に移住アドバイザーになってい

ただき、移住を検討している方と懇談していただく機会を設けている。それ

らの活動を更に充実させていきたい。 

赤田弥壽文 委員 人口増のため移住定住施策に力を入れていくと思うが、目標数値と移住定

住の定義について聞きたい。成果指標にはその施策に関するものが設けられ

ているが、実際移住及びが定住された方の人数が目標となると思うが、その

際何年住めば定住と扱うという定義付けはどうなっているのか。 

また、移住何人、定住何人という目標を掲げなくても良いのか。 

小田切企画政策課

長 

人口増対策の一つとして移住定住施策、及び働き盛りの世代の転出予防策

を進めているが、それが人口ビジョンの目標数値に結び付くと理解いただき

たい。 

赤田弥壽文 委員 人口ビジョンの目標値は、出生率や移住定住の増により設定されていると

いうことはわかるが、更にそれぞれの細かい目標を設定することは必要かと

思うがいかがか。 

小田切企画政策課

長 

人口増のためには住宅施策も併せて推進していくが、個々の目標設定は難

しい。 

村上美保 委員 

 

私自身移住アドバイザーをしているので、説明させていただく。移住定住

推進協議会の部会では詳細の数値について報告いただき、施策について検討

している。 

塩月寿志 委員 

 

私も移住者になるが、インターネットでは町の移住定住に関する情報は見

かけないが、具体的にどのようにＰＲされているのか。 

小田切企画政策課

長 

先程説明した移住セミナーへの参加や、町ホームページで毎月新しい情報

を発信している。 

村上美保 委員 

 

補足すると、移住ツアーも毎月開催しており、月により人数の変動がある

が参加者がある。８月に実施したツアーではアドバイザー及び地元の方と交

流を行った。 

東京にある県のアンテナショップなどにチラシも置いてある。 

町内に住んでいるとわかりにくいが、様々な手段でＰＲをしている。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標４ (1)農業の振興・森林の保全活用 

丸山史子 会長 森林に関する主要施策で、「森林の集約化」とあるはどのような取り組み

か。 

宮﨑産業振興課長 集団的なまとまりのある森林を団地として、農地と同様集約化して効率的

に整備していくことを指す。助成措置もある。 

丸山史子 会長 森林の所有は入り組んでいるので、その団地から外れた箇所は年次計画で

整備する等どのように扱うのか。 



宮﨑産業振興課長 町内の東山はほぼ全域で集約化に同意いただき、整備が出来る状態であっ

た。しかし整備事業者の問題により現在進んではいない。 

また、農地と同様地主が不在で相続登記されていない箇所について、地域

が主体となり森林整備計画を作り整備が出来るよう法改正された。松くい虫

の被害により松枯れは進んでいるので、枯れた松を処分しながら山をよみが

えらせるよう進めていきたい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標４ (2)商業の振興 

小林正芳 委員 基本方針に、「まちなかの賑わい拠点施設及び空き店舗を活用した起業支

援」とあるが、そのための補助金はあるのか。 

他市町村では、例えば貸店舗の家賃半額補助を１年間行ったり、改修工事

の費用負担をいくらか補助するなどいろいろな制度がある。 

宮﨑産業振興課長 起業に関しては融資制度などあるが、町独自の補助制度は無い。中小企

業・小規模事業者振興条例を制定し、商工会、事業者、学識経験者、金融機

関、町などで構成する円卓会議を組織し、相談に対応する体制作りは出来て

いるが、具体的な支援策は無い。検討していきたい。 

工業については助成制度がある。 

小田切企画政策課

長 

補足で、過日他市町村と合同で不動産事業者と意見交換を行った。そこで

定住助成補助金の見直しをして、空き店舗を活用し改修する費用や、起業す

る際の補助を加えて欲しいと要望が出た。 

要望について、補助制度の見直しをするか新たに商業に関する補助制度を

設けるか決定はしていないが、実現出来るよう前向きに検討していきたい。 

小林正芳 委員 空き家の住宅については補助があるが、空き店舗活用は、まちなかの賑わ

いを取り戻すためにも積極的に取り組んで欲しい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標４ (3)工業の振興 

丸山史子 会長 基本方針に「積極的な企業誘致」とあるが、各地で災害が多発するなど困

難な状況の中、見通しはどうなっているのか。 

宮﨑産業振興課長 農村地域工業導入地域として、元セコニック建物から元給食センター建物

の間付近が定められている。北側部分はほぼ埋まっているが、林中の神社か

ら南に２ｈａ程に設定してあるエリアに導入したいと考えている。 

空き工場もあり活用できる可能性もあるが、他の場所はほとんど農地であ

り、進出する企業の要望に応じて対応出来るかどうか。雇用の場の確保のた

めにも、情報を得る中で交渉していく。 

企業誘致は引き続き取り組んでいく。 



赤田弥壽文 委員 企業全体の話になるが町の経済は沈滞しており、大手企業の影響で中小業

者が廃業せざるを得ない状況も出る。 

経済が成長していく姿が見えない中でも、若い方で起業する方には手厚い

方策を練って欲しい。 

先程の話にあった円卓会議が起業する方にとっても意見交換の場ともな

る。これを強力に進め、補助策を設けるなど業績を出して欲しい。 

企業誘致に関して、今回大手企業が閉鎖した後他企業が利用するよう決ま

ったので良かったが、そのような時は間が空かないよう情報を得て取り組ん

で欲しい。 

誘致は何年も取り組んでも成功している話は無い。大手企業の誘致は難し

いと思われる。 

既存の事業を興される方や、小規模でも工場を大きくしたいという方の意

見をくみ取りながら、小規模な企業が元気にやっていけるような工業団地、

商売の場所となるよう考え推進していく方が良いのではないか。 

それから今一番困るのは人手不足である。地元でも、池田工業高校生徒も、

知名度がある大きい規模の企業への就職を希望する。保護者も同様の傾向で

ある。町内で大規模の企業は少ない中、就労者の確保が大変難しい。 

そのような中で、成果指標にある製造品出荷額は 190億を目指すと目標を

設定してあるので、円卓会議で十分対策を練って実現を目指して欲しい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標４ (6)雇用と労働 

山﨑 猛 委員  基本方針に「就業機会の拡大・安定を図り人口減少抑制を促します」とあ

るが、現在人手不足は大きな問題で、今後もっと困難な状況になると予測さ

れているので、具体的対策はこれからであるが、人手不足の対応、対策に取

り組むということは入れた方が良い。 

 現状と課題に「機械加工事業者の人手不足」とあるが、機械加工に限った

ことでは無く、産業全体に関わることであるので、表現を変えて欲しい。 

丸山史子 会長 指摘通り変更することとしたい。 

また先日八幡神社例大祭の際、大変多くの方で賑わい、若者も多く集まっ

た。このような機会が、小中学生などの郷土へ愛着が増すきっかけとなり、

進学などで一時町を離れても、いずれ町に戻り将来を担う人材となるのでは

ないか。人材育成の良い機会として欲しい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案を一部修正の上承認＞ 

基本目標４ (4)観光の振興 

赤田弥壽文 委員 成果指標に、観光消費額単価及び観光利用者延数があるので、売上額の総

額が目標として設けられると思う。商業や工業の分野ではあるのにここで設

けていないのは、何か理由があるのか。 

宮﨑産業振興課長 先程から話が出ているように町の消費額単価が低いので、観光利用人数を

増やしながら単価増を図る、という取り組みを進めるため、観光消費額総額

は成果指標には設けないという考えである。 



村上美保 委員 

 

現状と課題にある「知名度の高い土産品や宿泊施設が少なく」という表現

について、全国に知られる土産品や宿泊施設がある。私も全国に知られる二

つの宿泊施設の中の一つで、自然と共存するこれからの暮らし方の提案をさ

れている所に魅かれて移住してきた。安曇野に移住されている方の多くが同

様である。 

もう一箇所は、ヨーロッパのオーガニック協会が認定する日本初の宿で、

意識の高い方が来る。小規模な町に、全国から魅かれて移住して来る場所が

二箇所もあることは珍しい。 

そこをもっとＰＲして、バックアップすれば良いのではないか。若い方は

環境やエコなどに意識が高い。この土地で採れたものや、自然を環境としな

がら自分たちのスローライフを実現したい、仕事や暮らしも豊かになってい

きたいという方が多い。ここは北アルプスの景観も良いので、移住希望者も

多い。但し空き家など探しても住む所が無く、入れない方が沢山いる。 

近隣市町村からも池田町に移りたいとの希望を多く聞く。今あるものをバ

ックアップしていくだけで、移住の面でも観光の面でも知名度が上がるので

はないか。 

丸山史子 会長 私も地元で採れた農産物や特産品は有り難いと思っていて、それを求めて

いる方が多くいると思うので、現状と課題には不足しているものをあげるの

ではなく、今あるものを支援し大事に育てていくよう、記載を変更出来ない

かと感じた。バックアップして欲しいとの要望であるが、それは十分可能で

はないか。 

赤田弥壽文 委員 観光のあり方について、多くの人に知られる温泉街を作るなどの取り組み

ではなく、少数の方でも強く魅力を感じるオーガニックな宿泊施設の姿勢を

支援することはリスクがあると思うが、それを超えてでも同様の施設誘致を

進める方向も考えられる。 

十分検討して、選択するものと捨てるものを考えて進める必要がある。 

丸山史子 会長 要望を検討していただくということで良いか。 

塩川課長補佐 現状と課題の表現が適切ではない、と指摘されているがどうするか、結論

をいただきたい。 

赤田弥壽文 委員 知名度が低いととらえられていれば、それはそのまま書けば良いが、私は

小規模な町で多方面から観光誘致に取り組むという姿勢が、本当に良いのか

と思う。他市町村と差別化して町に来ていただくため、目指す観光はどうし

ていくのか、明確にしていって欲しいとの意見である。 

 ある部分に特化した人に来てもらうような施策も考えていく必要がある

のではないかと思う。 

村上美保 委員 

 

課題は、それらが少ないことではなく、認識されていないことであると思

う。知名度がある土産品や宿泊施設があると意識を変えていくことが大事で

ある。実際魅かれて集まって来る人がいることの知名度を上げていくことが

大事であると思う。 

塩月寿志 委員 只今の意見で、認識されていないことが事実でも、数としては少ないこと

は事実であるので、課題としては間違っていないと思う。 

村上美保 委員 そのような解釈もできるのだと、今の意見で納得した。 



森泉恵子 委員 オーガニックは合う人と合わない人が居るので、その取り組みを支援する

ことを計画に入れることは良いかと疑問がある。現状と課題は塩月委員の意

見の通りこのままで良いと思う。 

丸山史子 会長 主要施策「観光資源、認知度向上」の所を今までの意見を踏まえて変更し

ていけばどうか。 

山﨑 猛委員 観光推進本部を中心に、観光推進の取り組みを「観光まちづくり」と名付

け進めている。観光資源が無い町で何故観光のまちづくりを進めるのかと議

論をした際、そもそもあるものに光を当てて、住民がそれを自慢して外に発

信する。それが池田町らしい観光だと定義付け、取り組むことになった。 

それが、今議論していることにつながる。主要施策①を、｛「観光まちづ

くり」を通じた観光資源知名度向上｝とすればどうか。 

丸山史子 会長 今の意見を大事にし、修正されたい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案を一部修正の上承認＞ 

基本目標４ (5)6次産業化の推進 

髙山明男 副会長 ハーブセンター横で運営しているカモミールの会が、来年度末で営業を休

止すると新聞に掲載されていたが、それに関する町の対策など考えを聞きた

い。 

宮﨑産業振興課長 カモミールの会は、かつて幾つかの女性団体がそれぞれ加工施設を持って

運営していきたいという所、一つにまとめてカモミールの会を立ち上げ、11

年間営業してきた。組合員の高齢化や後継者不足により休止することとなっ

た。 

町としては、地産地消の取り組みとしても、また北アルプス山麓ブランド

認定品を製造販売されているという面でも、残していかなければならないと

考えている。 

会の中で、ここは手伝いが出来るという方もある。今後も販売出来る体制

を作れるよう、会と話し合いを継続していく予定である。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

牛越邦夫 委員 専門学校に関して、情報が入らない中新聞で先に報道がされ、関連する補

正予算が議会で可決されている。意見が出しにくい状況である。この審議会

でも、本来は議論する必要があるのではないか、と思っている。 

審議会で全く触れないということは問題ではないか。次回簡単な経営計画

の説明をして欲しい。 

小田切企画政策課

長 

要望を尊重し、次回説明させていただく。 

 

５ その他 

 (1) 次回審議会の案内 

（塩川課長補佐） 

６ 閉 会 （髙山副会長） 

終了 16：45 


