
池田町第６次総合計画 

第 7回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 平成 30年 12月 20日(木) 15：00～ 

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 

(1)パブリックコメントなどによる意見及び町の考え方、計画修正について 

（審議会資料 1、2 説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

丸山史子 会長 資料 2 7ページ「自然環境の保全活用、美しい環境づくり」の基本方針、

「花などの植栽による景観づくり」に関して、先日地震によりブロック塀が

倒壊し、女児が被害に遭った事の影響で、境界に生垣を新設もしくはブロッ

ク塀等を解体して設置することに補助を交付する自治体もあり、防災の面か

らも緑を増やすことが奨励されてきている。 

ここはそのような意味も含まれているのか。 

小田切副町長 安全面からも生垣設置を奨励するため、補助の要望もいただいているが、

検討中である。 

また本日開かれた美しいまちづくり委員会で、グリーンカーテンを推奨す

る施策を設ければどうかと提案があった。暑さ対策に効果がある上環境にも

良い。総合計画には詳細な取り組みまで記述しないが、美しいまちづくり推

進計画の中で検討していきたい。 

（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  山﨑 猛 委員   

内山美恵 委員  牛越邦夫 委員 赤田弥壽文 委員  

（欠席  小澤裕子 委員 森泉恵子 委員 村上美保 委員 小林正芳 委員 

 柳沢 剛 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  

（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 太田琢磨 



塩月寿志 委員 資料 2 13ページ「人権の尊重・男女共同参画の推進」の現状と課題に「電

子掲示板への差別的情報の掲示」とあるが、現在電子掲示板は多くは使われ

ず、ソーシャル・ネットワーキング・サービスにより差別的情報が投稿、拡

散される状況であるのではないか。 

そのことも課題に記載すればどうか。 

塩川課長補佐 提案はもっともである。記載を改めたい。 

丸山史子 会長 資料 2 15ページ「商業の振興」の主要施策、「中小企業・小規模事業者

振興」に「（他産業も同様）」とあるが、山﨑委員から総合戦略審議会で出

された意見にもとづく修正であるが、山﨑委員、この記載の仕方はどうか。 

山﨑 猛 委員 中小企業・小規模事業者振興は商業に限ってのことではなく、町の産業を

支える全ての事業者対象となるので、商業に限らないということを記述され

たことは良いと思う。他の農業などの施策にはどのように記載してあるの

か。 

塩川課長補佐 施策について、複数の分野に関するものは幾つもあるが、全て記載すると

文が多くなってしまうので、代表する分野にのみ記載してあるのでご理解い

ただきたい。但し、条例などの名前は関係する分野全てに記載する。 

山﨑 猛 委員 計画がそのように作られているならば、代表する分野にのみ記載すれば良

いと思う。こちらの記載は「他の産業も同様」というように書き方を変えた

方がわかりやすいのではないか。 

塩川課長補佐 そのように変更する。 

丸山史子 会長 資料 2 17ページ「商業の振興」の主要施策、④起業支援に関して、空き

店舗活用が「シェアベースにぎわい」活用より先に記入されているが、新し

く拠点となる施設が出来たので、そこを中心に周辺の空き店舗を活用して進

めていくという印象を受けるので、記述は前後逆にした方が良いのではない

かと思うがいかがか。 

小田切副町長 まちなかの賑わい再生のためには空き家、空き店舗対策を進めていかなけ

ればいけない。移住施策だけではなく、起業の面からも活用を進めることが

重要なため、先に記入してある。理解いただきたい。 

丸山史子 会長 意図は理解した。このままで良いと思う。 

空き店舗を活用した起業の見込みはどうか。 

山﨑 猛 委員 空き店舗を活用し起業した実績は何件かある。 

現在起業の相談は年に数回、多い時には 10 件近い相談がある。地域の大

きな課題、空き家空き店舗を起業と結び付けることは、小田切副町長の発言

にもあった通り重要で進めたい所ではあるが、空き店舗の奥が住居となって

いるため活用が図れないなど問題もある。 

活用するには、この先空き家を持つことが負債になるという正しい情報

と、まちづくりに生かしていくという方針を伝えていくことが、大切ではな

いか。 

丸山史子 会長 資料 2 19ページ「雇用と労働」の主要施策、⑦高齢者の就労対策に関し

て、元の記載は「就業機会確保」とあったため、修正案は取り組みを強める

書き方になっているが、どのような意図か。 



塩川課長補佐 働き手が減る中、国は高齢者や外国人などを労働者として増やす施策を進

めている。高齢者にとって良いだけではなく、産業活性化のためにも進めた

いためである。 

 

(2)答申（案）について（資料 2 20ページ 説明：塩川課長補佐） 

｛合わせて 4(1)総合計画審議会の今後の予定についても説明｝ 

発言者 発言内容 

全体を通して質疑 

赤田弥壽文 委員 第 6次総合計画（案） 19ページ第 2節基本理念に、「日本一美しいまち

を目指す」とあるが、これが日本一美しいまちとなるための施策だというも

のが、審議をしてきた中で見えて来ない。 

池田町はこのことが日本一となるよう、町民、行政が一つになり取り組も

うとする、大きな目標であり達成感も生まれるものが欲しい。皆で共有して

取り組むものが必要ではないか。 

美しいまちづくり委員会では日本一美しいまちづくりのため、どのように

取り組もうとしているのか。 

小田切副町長 そちらの委員会では、まだ次期の「美しいまちづくり推進計画」への具体

的な案が出てきた段階である。 

具体的な取り組みは総合計画には記載されず、そちらの計画に入れていく

ことになる。 

丸山史子 会長 具体的な、今後この部分で日本一になるよう皆で取り組みましょうという

ことが、まちづくりへの希望ともなるので、確立するよう要望していくこと

としたい。 

丸山史子 会長 本日(1)で審議したことは、いつどのように開示されるのか。 

塩川課長補佐 パブリックコメント、及びそれに対する町の考え方については、町ホーム

ページに掲載する。年内に行いたい。 

その他の意見もホームページに掲載するが、本日の会議内容を掲載する際

に資料として出す。 

(2)について質疑 

太田芳寛 委員 ２に「年を取っても」とあるが、表現が良くない。「年齢を重ねても」と

いうように改めた方が良いのではないか。 

塩川課長補佐 意見の通り改めたい。 

山﨑 猛 委員 ３の内容について、効率的な財政運営に努められたいということと、産業

振興を積極的に展開されたいとあるが、基本理念に「活力ある産業」とある

通り産業振興は重要であるので、同じ項目に「また」が入り二つの項目を記

入されていると、要望する書き方が弱くなる。 

項目を二つにして４まで増やすよう変更した方が良いではないか。 

二つに分けないのであれば、「また」ではなく、「合わせて」にした方が

良い。 

小田切副町長 町としては、厳しい財政状況の中、限られた予算の中で産業振興を図って

いきたいという意図がある。 



丸山史子 会長 ３として二つの事項を間の接続する言葉を修正して記載するということ

で良いか。 

塩川課長補佐 この案を作成した意図は、副町長の意見の通りであるが、山﨑委員の提案

通り、第 6次総合計画で産業振興はとても重要な位置にあり、総合戦略審議

会の答申として、この項目を強調した方が良いと思うので、３の内容を二つ

に分けたい。 

なお、産業振興に係るものを３とし、財政運営に係るものを４としたい。 

牛越邦夫 委員 今後の審議会の進め方について聞きたい。 

議会に計画案を出し協議する、その後審議会を開いて答申、その後議会に

上程、議決とあるが、議会で異論が出れば審議会の立場はどうなるのか。 

塩川課長補佐 議会にまだ計画案を出して協議をしていないので、本日の審議会の後議会

に諮る。その後総合計画審議会を開き、必要があれば計画修正の協議を行い、

続いて答申としたい。 

牛越邦夫 委員 総合計画策定には議会の議決は必要なのか。 

塩川課長補佐 地方自治法の改正では議会の議決が必要という部分は削除されたが、

池田町は独自に総合計画を議会の議決すべき事項として定めてあるので

必要となる。 

丸山史子 会長 議会の議決はいつとなるか。 

小田切副町長 日程は例年より早まる予定であるがまだ決まっていない。 

総合計画案をこの後議会に諮り、修正して欲しいとの意見が出れば次

回の審議会で協議いただく。その上での答申となるので、審議会委員の

合意が無ければ成り立たないのでご理解いただきたい。 

髙山明男 副会長 答申案の４行目、あづみ野池田総合戦略にかぎ括弧を付けた方がわか

りやすくなって良いではないか。 

塩川課長補佐 そのように修正したい。 

 

４ その他（説明塩川課長補佐） 

次回審議会を 2月中旬に開く予定である旨説明 

 

５ 閉 会 （髙山副会長）  

 

終了 16：35 


