
池田町第６次総合計画 

第６回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 平成 30年 10月 11日(木) 13：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

傍聴者 なし 

 

（進行：小田切副町長） 

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 22日（月）までに事務局へ連絡するよう依頼 

４ 議事 

(1)専門学校開校に関する説明（審議会資料 2 説明：小田切副町長） 

発言者 発言内容 

丸山史子 会長 ＜資料の誤りについて指摘＞ 

小田切副町長 指摘通り訂正をお願いしたい。 

塩月寿志 委員 留学生は経済的に大変ではないか。借金をして来日し、授業料、家賃を払

うためアルバイトもしなければならないだろう。日本中で起きている（留学

生による）問題も懸念される。 

町としても本当に必要な人材ならば補助すべきではないか。 

小田切副町長 国が留学生の就学を援助する支援策の検討に入ったとのニュースを聞い

ているので期待したい。町は現在その上乗せをする予定は無い。 

(2)第６次総合計画素案検討 

①前期基本計画 5から 6（第 2回審議会資料 2 61～83ページ、第 5回審議会資料 10～11ペ 

 ージ、第 5回審議会資料 3、第 6回審議会資料 3）（説明：塩川課長補佐） 

 

（委員） 

丸山史子 会長 髙山明男 副会長 

五十嵐大修 委員 太田芳寛 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  小澤裕子 委員 森泉恵子 委員 小林正芳 委員） 

（池田町）  

教育長 平林康男 総務課消防防災係主査 平林源由 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  

（事務局） 

副町長 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 



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５ (1)住民福祉の向上 

 ＜質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標５ (2)保健予防・医療の充実 

柳沢 剛 委員 成果指標「健康をテーマにした各種講習・講座の新規立ち上げ件数」につ

いて、目標値に 1件とあるが備考に 5年間合計とあり、毎年度 1件という目

標ではないのか。 

塩川健康福祉課長 5年間合計で目標が 1件という設定である。 

塩川課長補佐 補足すると、今の講座を継続しつつ、更に 5年間で 1件増やすという目標

である。現在総合戦略の目標 4 件（目標年度 2019 年度）に向かい新しい講

習・講座を増やすよう取り組んでいる。 

丸山史子 会長 総合戦略の目標に加えて 5件ということか。 

塩川課長補佐 他にも幾つもの講習・講座がある。その増加数という目標である。 

伊藤将人 委員 成果指標に「バランス良く食べる人の割合」とあるが、バランスとは何か

指標があるのか、それともアンケートに答える人の主観なのか。 

塩川健康福祉課長 アンケート結果を年代の上下により３つに区分して比較すると、若い世代

の値が低く、意識啓発に取り組む意味でこの目標を定めた。 

塩川課長補佐 伊藤委員の何か指標があるのか、との質問には、3 食全部食べるという意

味である。⇒後日訂正 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事（朝食）をほ

ぼ毎日食べている人の割合 である。 

丸山史子 会長 健康であるためには食事ももちろん大事であるが、それぞれの年代に合っ

た運動も重要である。それに加えて社会参加をどの位しているかが健康のバ

ロメーターになる。 

生涯スポーツと保険医療の分野それぞれに、町民の健康増進に取り組んで

いると思うが、連携して総合的に取り組みを進めて欲しい。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標６ (1)消防・防災・防犯体制の整備 

伊藤将人 委員 消防団活動について、地域の防災を自分達で行うという重要な活動である

にもかかわらず、若い世代の加入率は減少している。 

入らない理由は、早朝練習など負担が大きいと聞く。また本人は入っても

良いと思っていても、親が大変さを気遣うケースもあるそうである。 

活動の仕方を改善する必要があるのではないか。手当の増額など何か予定

はあるのか。 

平林消防防災係主

任 

消防団員について、定数 230名は満たしているが若年層の加入は減り、高

齢化は進んでいる。各団で若い世代の確保に苦労している。 

大北消防協会でも出勤手当を見直す必要がある、と声も出ている。 

また団員へのアンケートでは自分の時間が無いとの回答が多いので、町幹

部の間でも時代に合い、家庭の時間の確保や、体育会系のあり方見直しなど

声は出ているので、検討を続けていきたい。 



小田切副町長 補足だが、個人ではなく団員の勤務する事業所への支援制度がある。県に

消防団協力事業所という登録制度があり、認定基準は市町村により異なる

が、税制上の優遇や公共土木工事における入札時のポイント追加など優遇措

置が受けられるので承知いただきたい。 

伊藤将人 委員 説明を聞き、以前とあり方が変わってきていることを発信することが大切

であると感じた。 

また提案で、成果指標に消防団の定員数 230名を維持することを目標に入

れ、消防団が地域を守ることに寄与していると、改めて認識していただけれ

ばどうか。 

また、若い団員確保のため大学生からも募集すればどうか。留学生転入を

懸念する声が聞こえるが、コミュニケーションが少なく、他者を理解する機

会がないとコンフリクト（意見や利害の衝突、葛藤、対立）が生じやすいと、

言われる。 

留学生も加入すれば地域の同年代の人達と交流が出来、手当が多少でも収

入となり良いのではないか。 

平林消防防災係主

任 

団員数 230名の確保を成果指標に入れることは、消防団の活動を周知する

意味で大事だとも思う。 

また女性消防隊など活動も広まっているので、学生消防団勧誘についても

検討していく。 

若い団員が自ら消防の魅力を発信することはとても大事であるので、促し

ていきたい。 

赤田弥壽文 委員 消防・防災・防犯体制の整備では、隣近所で協力し予防に努め、災害があ

ったら助け合うことが重要である。地域で取り組みの中心を担うのは自治会

である。その加入率はどうなっているのか。防災訓練時に集合住宅居住者が

参加されなかった。自治会に加入していないからだと思うが、災害時は自治

会加入有無にかかわらず助け合う必要がある。 

 開かれた町政を推進するためにも自治会加入率を上げることは大事であ

る。 

 少なくても隣近所顔見知りとなり、何かあったら助け合えるネットワーク

を作ることは必要ではないか。 

小田切副町長 自治会への未加入対策は難しい。加入率は調べてはいないが 8～9 割と推

測される。元々加入していない住民に加え、高齢になり自治会費が払えない

からと脱退する動きも出てきた。今後加入率は下がるのではないか、と懸念

している。 

転入時には自治会加入を勧めるチラシを渡している。メリット面も説明さ

れているが、加入へつなげることは難しい。せめて自主防災会には入って欲

しいと呼びかけている。 



赤田弥壽文 委員 先程伊藤委員の意見にもあったが、これから外国人が増えてくる時代とな

り、その方達の人権も守る必要がある。外国人への恐怖感もあるのではない

か。自治会へ加入し、地域の方と接することが必要であると思う。 

会社の研修生も借家入居者は自治会に加入し、地域の方に良くしていただ

き打ち解けているが、アパート入居者は隣近所と接することも無く、住民の

中にも入っていけず、周囲から心配だと声も聞こえる。 

防災ということも含め、外国人も地域の中に入っていける体制作りも必要

であると思うがいかがか。 

小田切副町長 専門学校では検討委員会に一丁目と滝沢の自治会長から加わっていただ

いている。住まいとなる安曇学校寮のある滝沢では、交流が無いと留学生へ

の恐怖心が無くならないだろうと、自治会へぜひ加入されたいとのことであ

る。本人の意志もあろうが、コミュニティーを推進するという意味で自治会

加入を学校側に要望していく。 

塩月寿志 委員 自治会加入率を調べていないということだが、地域の状況を知り、未加入

者の顔を知るきっかけになる上、防災でも今後必要ではないか。調べればど

うか。 

小田切副町長 実態を把握するには自治会加入者と住民基本台帳のデータを付け合せる

必要がある。1件の家でも 2世帯として住民登録をしている場合がある。 

自治会へ住民基本台帳のデータを公表することは出来ず、町では自治会加

入者がわからない。 

おおよその数で良ければ自治会から加入世帯数を報告していただき住民

基本台帳上の世帯数と比較することになるが、正確な把握までは難しい。 

塩月寿志 委員 まずはおおよその数で良いので把握すればどうか。以前住んでいた居住地

では加入率が公表されていた。 

丸山史子 会長 各自治会の状況を自治会長から報告いただくことは可能ではないか。 

塩月寿志 委員 それによりどこの自治会では加入率が悪いとか独居老人が多いとか、把握

も出来ると思う。 

小田切副町長 概略的な数値で良ければ来年度初めには実施を検討する。 

赤田弥壽文 委員 私も防災の面でも必要であると思う。 

災害時安否確認をする上でも誰が何処に住んでいるか、家族は何人かの把

握は必要ではないか。 

丸山史子 会長 私も自治会で班長の際、災害の際は避難誘導しなければならないという意

識で、班内の家庭の状況把握に努めた。どこの地区でもそのような意識で把

握に努めれば自治会内も居住者の状況が整理出来るのではないか。 

自治会費も１人世帯では軽減するなど各自治会で設定されており、その集

金のためにも必要な情報である。 

五十嵐大修 委員 自治会への未加入者へは文書配布はどうしているのか。 

小田切副町長 未加入者の内希望者には役場内に配布物を入れるボックスを設けてあり、

取りに来られている。 



五十嵐大修 委員 自主防災会での取り組みについて、地元自治会で、今年度自治会未加入者

にも防災訓練参加を呼び掛けた。結果は参加が無かった。 

自治会への加入も、役員を担う順番を後にするなど配慮して加入を勧め、

入っていただいた経過もある。 

丸山史子 会長 未加入者へは折に触れ話をしたり、大事な時には参加を誘うなどの粘り強

い働きかけが心を動かすのではないか。 

太田芳寛 委員 私共の自治会は３世帯が未加入である。世帯数は把握出来るが、世帯員は

住民登録がしてあるかないか把握が難しく、実際の住民登録数とは異なるだ

ろう。 

避難訓練の際も世帯員数からいくと 40～50％の参加率なのではないか。世

帯数で見ると 90％台であろう。防災訓練のあり方も検討する必要がある。 

赤田委員の話にもあったが、一人暮らし世帯の方について日頃安否確認が

出来ている訳ではないので、その必要についても検討する必要があるのでは

ないか。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜検討事項以外は提案通り承認＞ 

基本目標５ (3)人権の尊重・男女共同参画の推進 

赤田弥壽文 委員 先程外国人が増えることへの不安が出されていたが、逆に外国人の女性従

業員が嫌がらせを受けることもあると聞く。 

相互理解のため、外国人が活躍や理解していただける場を作って欲しい。

会社の研修生もウォーキングにボランティアで出るなど出来るだけ交流の

機会を作るようにしている。 

そのようなことがお互いの理解を深めていくのではないか。 

外国人登録をしているので、町でも状況は把握出来るのではないか。 

小田切副町長 外国人の把握は出来る。人権に絡めた問題で提案をいただいたので、検討

させていただく。 

 ＜他質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標６ (2)開かれた町政と協働のまちづくり 

 ＜質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標６ (3)財政の健全化 

牛越邦夫 委員 事前質問に関連して、主要施策「自主財源の確保③使用料、手数料の受益

者負担の原則」について、例えば公民館利用者は受益者になるのか。公民館

は何のために設立されたか考える必要がある。住民の福祉、生涯学習、健康

の増強など住民の心身の向上、そのために設置されている。住民が健康で充

実した生活を送れるようにすることは行政の責任ではないか。それは町の財

政のためにもなる。 

多く住民の利用を促進するために原則使用料を無料にする方向性を、委員

会で示していくべきではないか。 



小田切副町長 使用料はいただきたいと考える。無料にすると全額税金で維持管理経費を

賄うことになり、利用されない方からも負担をしていただくことになり、公

正性が保てなくなるためである。 

牛越邦夫 委員 事前質問でも書いたが、手数料、使用料は町全体の収入の 1％にしか過ぎ

ない。倍増しても小さい額である。使用料を設けるなら他にやるべきことが

ある。 

近隣の松川村、大町市でも住民であれば使用料は原則無料である。 

倉科生涯学習課長 他市町村の例で、松川村すずの音ホール使用料は、村民は村民外の 6割程

度である。 

牛越邦夫 委員 他市町村の状況について、知る限りでは登録団体になっていれば使用料は

無料と聞いている。 

開かれた町の施設を利用するにも関わらず、使用料の負担が無いのは利用

しない人との間で公平ではない、という考えは違うと思う。 

小田切副町長 町の考えは先程の通りなので、意見として伺っておく。 

牛越邦夫 委員 次の質問成果指標「一般・特別会計の地方債残高（臨時財政対策債を除く）」

に関して、臨時財政対策債は第 5次総合計画の実績や、新聞報道された際に

は含まれていた。 

これを除いた数値を成果指標とするには過去と比較が出来ず統計上問題

があり、他市町村との比較も困難ではないか。町債残高を小さく見せようと

しているのではないか。 

臨時対策債を入れた数値にするよう要望する。 

小田切副町長 要望について、再度財政担当と検討させていただく。 

牛越邦夫 委員 今回臨時財政対策債を除いた理由は何か。 

小田切副町長 臨時対策債は、本来国が地方交付税として地方公共団体に交付すべき所起

債とし、後日償還費用は交付されるので、地方交付税の変型判であると解釈

しているため。 

牛越邦夫 委員 今まで含んでいたのに除いた理由は何故か。 

塩川課長補佐 小田切副町長の回答と重複するが、理由は書いてある通りで、除いた方が

起債の数値が明確になるからである。 

牛越邦夫 委員 次の事前質問経常収支比率について、現在の数値は高く行政の不手際によ

るものではないか。目標を 85％以下とすることはそこまでは認めるというこ

とになる。 

一般会計の予算額について、昨年度は 48億 6,800万円に対し今年度 55億

1,900万円と大幅に増えている。人口 1万人足らずの町にすれば、予算が 55

億という金額は高すぎる。 

歳出の項目で増えているのは普通建設事業費で、9億 3千万、19.2％から、

15億 3千万、27.8％と大幅に増えている。 

財源の内訳をみると、地方交付税、町債に頼っている。これをどう変えて

いくのかがこれから求められている。 

5年先、10年先を見越した議論をして、方向性を出すことが必要ではない

か。 



小田切副町長 経常収支比率の数値は、低いほど新規事業に取り組めるなど柔軟性が出て

来るので望ましい。 

予算額について、当町の人口では 45億から 48億程度が適正規模である。

しかし本年度は地域交流センター建設費などにより、過去最高の大型予算と

なった。 

更に今後は小中学校エアコン設置、穂高広域施設組合によるごみ処理施設

建て替えによる負担金などを支出する予定である。そのため 70％台に抑えた

い希望はあるが、現実的な数値を目標とした。 

起債について繰り上げ償還をして経常収支比率を抑える方策もあるが、現

在の減債基金残高によればそれも難しい状況である。 

牛越邦夫 委員 事前質問への回答にも「この数値が 80％を超えると財政構造は弾力性を失

いつつある」とある。80％でも好ましい状態では無い。 

質問で、社会資本総合整備計画に関する今年度予算及び来年度以降の支出

予定額は幾らか。穂高広域施設組合ごみ処理施設建て替えに関する費用負担

は、どの位の割合でいつ支出するのか。次に小中学校エアコン設置費用予定

額は幾らか。 

矢口住民課長 先に二つ目の質問に関して、今年度から 3ケ年にかけて負担をし、総額は

6 億 3,500 万円程の予定である。初年度の負担は少なく、本格的な工事が始

まる来年度からの負担が多くなる。 

90％以内で起債を借入し、対応する予定である。 

小田切副町長 三つ目の質問小中学校エアコン設置費用について、2億円の見込みである。 

丸山史子 会長 回答準備の間他の質疑を先に進める。 

牛越邦夫 委員 今年度予算町職員人件費について、昨年度と比較し 2,900万円増えている。

内訳を知りたい。 

小田切副町長 通常の昇給に関わる増額が理由である。 

牛越邦夫 委員 退職準備金は含まれないか。 

小田切副町長 含まれていない。 

牛越邦夫 委員 次に実質公債費比率に関して、18％以上になると国の管理団体に指定され

る。過去に県内の市町村で 18％を超えた市町村はあるか。 

小田切副町長 明確な状況はわからない。 

牛越邦夫 委員 過去北海道夕張市が財政再建団体となり大きなニュースとなった。当町で

も同様の状態になればニュースとなり、イメージが悪くなる。 

そのため目標値を認めると 18％まではいいということになる。委員会の結

論はこれで良いのか議論を求める。 

小田切副町長 今後起債の残高が一番多くなるのは 5年後であるが、起債の償還をいろい

ろな方法で行った場合どうなるかシミュレーションをたてた。 

5 年後の実質公債費比率予測は 13％台であり、1 億円の繰り上げ償還を行

うと 12％後半となる。その後は余程大きな事業を行わなければ減少していく

見込みなので、18%は大きな目標数値である。 

ただ数値を下げて 15%にすれば適当なのか、それも難しい判断である。 

目標値は 18%以下となっているが、未満と変更して了承いただきたい。 

丸山史子 会長 提案通り文言の変更は可能か。 



塩川課長補佐 審議会がそれを承認すれば変更は可能である。 

牛越邦夫 委員 実績は 18%にはならないだろう。しかし目標を「以下」から「未満」に変

更しても、委員会としてその数値が良いと判断することは問題である。そう

ならないための方策を審議し提案すべきではないか。例えば起債はなるべく

発行しないなど。 

計画や回答にもそうならないための方策が記載されていない。 

太田芳寛 委員 本来の計画は、単年度毎インフラ関係などをどのように整備し、予算はど

うなるとシミュレーションをたて、5 年後の数値を出してくるのが本来では

ないか。 

しかし、委員会にそのような資料提出は無く、判断が難しい。行政の提案

を信用して判断するしかないのではないか。 

伊藤将人 委員 私も太田委員の意見に近い。 

目標に 18%という数値を出して来る意図はわかるし、未満と訂正する方が

正常であろう。しかし、目標を 13あるいは 15とするのか、判断することは

出来ない。 

それはまずそれに関しての情報が無い。及び審議会委員はそれを判断する

専門家ではないからである。 

寺島町づくり推進

係長 

先の質問で、社会資本総合整備計画に関する事業費は、概算で今年度は 9

億 2,200万円、来年度が 2億 400万円の予定である。その内地域交流センタ

ーに関する工事は今年度完了する予定で、約 7億円である。 

牛越邦夫 委員 地域交流センターの費用は何年度か。 

寺島町づくり推進

係長 

今年度である。 

丸山史子 会長 先程の件は、太田委員、伊藤委員の意見にもある通り、審議会委員は財政

の専門家ではないので、専門家の意見を聞きながら町に合った適正な財政運

営を進めていただくということで良いか。 

塩月寿志 委員 財政シミュレーションの結果 5年後の値が 13%、15%程度であり、その時期

がピークで以降は下がる予定であれば、その値を目標とすればどうか。 

小田切副町長 目標値 18%未満は、その値には到達しないという意味で設定してあるので

理解いただきたい。 

太田芳寛 委員  計画は前期 5年の間にどのような事業を行い、インフラを整備するという

方針を基に立てていくものである。それによるシミュレーションが作られて

いるのであれば、それに基づいた数値を目標とすべきではないか。 

18%未満というのはあくまでも国で設けている一つの基準である。 

小田切副町長 このシミュレーションは、現在の起債への償還を基に、更に毎年 3億円の

起債を借りると仮定して作成してある。 

まだ計画に無い会染保育園の建て替え、林中地区ほ場整備など新規事業を

実施することになれば、更に起債を借りることになり、シミュレーションで

出ている値は達成出来ないのでご理解いただきたい。 



牛越邦夫 委員 今後まだ計画に無い新規事業実施の可能性があり、実施する場合はこの数

値が上がるので、安全な数値を目標としたいという回答であるが、それを認

めるかどうか、委員会がどういう態度を取るかが大事である。 

数値が上がらないために、今後予定される事業実施に向け計画的に基金を

の積み立てを毎年行えば、起債の額は左程増やさなくても済むのではない

か。 

丸山史子 会長 牛越委員の意見の通り、事業実施には計画的な財政運用が必要である。 

小田切副町長 基金について、施設の建設や改修の行うための公共施設等整備基金は社会

資本総合整備計画事業実施のため、取り崩して充てる。 

今後の施設整備に向け同基金、及び起債返済のための減債基金へも積み立

てていく。 

丸山史子 会長  成果指標について、副町長の説明通り 18%未満に訂正し、承認することで

良いか。 

 ＜異議なし＞ 

赤田弥壽文 委員  町で掲げるビジョンを達成するためには経費が必要であり、現在の財政状

況を町民にわかりやすく説明する必要がある。厳しい状況だと言うだけでは

不明確である。 

 町の予算において借金は、住民一人辺りに換算すると今後増えていく見通

しであるか。 

小田切副町長  起債残金は今後減少していくが人口も減るので、一人辺りに換算すると左

程減らない。 

赤田弥壽文 委員  財政状況で、起債額の多少を検討する際大事なのは総額ではなく、町民、

更には就労者一人辺りに換算するとどうなるか、ということである。状況を

把握し、減らす目標を立てて取り組まなければならない。 

町財政を家計の計画に置き換えると、資産を残せれば望ましいが、少なく

ても借金は自分の子どもに残したくない。 

 町の財政も借金を次の世代に残さないとの考えであれば、基本方針にそれ

をもっと強く打ち出すことが必要ではないか。 

 会社でも利益を出すためには、売上を幾ら上げて経費をいかに削るか、そ

れしかない。収入を増やすことが難しいならば、経費を削っていかなければ

ならない。経費を削れば不平不満が出るが、それに耐えられるだけのビジョ

ンと説得力を持っていないといけない。 

 町は学校にエアコンが欲しい、公共施設が欲しいなどの要望に応えていく

と、借金は益々増えていく恐れがある。 

小田切副町長 意見の通り住民には、住民一人辺りの借金の額が幾らで、それが増えてい

く予想であるか、などと表現した方がわかり易い。しかしその場合、それが

幾らであれば財政上健全であるとの目安が無いし、人口推計を何人とするか

によりその数値は変わるので、正しい値とはならない。 

 計画では財政状況を把握するための指標を使わざるを得ないので理解い

ただきたい。 

 基本方針について変更するかは検討させていただきたい。 



 ＜他質疑なし＞ 

＜一部検討項目以外提案通り承認＞ 

基本目標６ (4)行政の効率化・地域情報化の推進 

 ＜質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

基本目標６ (5)行政の広域化 

 ＜質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

 

②基本理念について（資料 5ページ 説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

 ＜質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

 

(3)審議会での意見に対する計画変更について（審議会資料 2 説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

 ＜質疑なし＞ 

＜提案通り承認＞ 

５ その他 

 (1) 次回審議会の案内 平成 30年 12月 20日（木）午後 3時 会場 役場大会議室 

（塩川課長補佐） 

６ 閉 会 （髙山副会長）  

 

終了 16：15 


