
【議会基本条例第１６条関係】

令和2年1月提出（3月議会定例会）

区分

政策等の区分

①政策等を必要とする背景（概要・必要性）

②提出に至るまでの経緯・関係法令等

③町民参加の実施の有無・その内容（パブリックコメント等をした場合は、その結果を含む。）

④他の自治体の類似する政策との比較検討

⑤総合計画における根拠又は位置付け
○総合計画
　　第６次総合計画　6(2)開かれた町政と協働のまちづくり

○その他の計画
　　あづみ野池田総合戦略

⑥政策等の実施に係る財源措置（見込）
○事業実施期間　：　平成26年度～平成30年度（５ヵ年事業）　　　　　（単位：千円）

区分 総事業費 国庫支出金 県支出金 町債 その他 一般財源
前年度まで 0
本年度 0
次年度以降

○補助金・その他財源の名称、補助率・負担率、町債の名称、充当率・交付税算入率

　・ 補助金 （補助率）
　・ その他 （負担率）
　・ 町 　債 （充当率）

（交付税算入率）
⑦将来にわたる政策等の効果・コスト

　担当課・係 添付資料（有の場合はその名称）

　　有　　・　　無

　今回の検証で出た反省を生かし、ＰＤＣＡサイクルにより第６次総合計画の具体的な取り組みを改善しながら進めてい
く。

企画政策課　町づくり推進係

政策等の形成過程説明資料

　全ての施策や事業の根拠となる総合計画に掲げる施策目標を達成し、ＰＤＣＡサイクルを効果的に活用しながら効果
的・効率的な行政運営を行うため、行政評価を行ったので報告する。

　庁内で検証した結果を令和元年12月26日に開催した池田町総合計画審議会に諮り、評価検証いただいた。

　令和元年12月26日に開催した池田町総合計画審議会に諮り、意見聴取を行った。

　住民へ開かれた町政運営を行うため、他自治体でも同様に行っている。

　条例　・　計画　・　事業　・　その他（実施済み事業の評価・検証）

有　　・　　無

議案等
の件名

議案　　・　　その他

平成30年度　行政評価について

資料１　平成30年度行政評価



池田町行政評価 方針と概要 

１ 方針 

(1) 「行政評価」の体系と役割 

町では、全ての施策や事業の根拠となる総合計画に掲げる施策目標を達成し、ＰＤＣＡサイクル

を効果的に活用しながら効率的な行政運営を行うため、行政評価を行います。 

行政評価は、「事務事業評価」、「施策評価」及び「政策評価」で構成されていますが、総合計画

に対して次のように体系づけられます。 

【総合計画体系と行政評価体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画の目標達成のため、具体的な施策が適切、有効かつ効率的であるか、的確に把握する 

   ため、評価は基本計画の施策を単位とし「施策評価」を行います。 

またこれは総合計画の進行管理も兼ねます。 

 

 (2) 「施策評価」実施による効果 

   ① 事務事業の進行管理 

      主な取り組みの実績と有効性の検証及び改善 

② 効率的効果的な行政の推進 

      主な取り組みの方向性の確認、予算の重点配分 

   ③ 職員の意識改革 

      取り組みの自己点検と問題把握による経営能力の向上 

   ④ 町民に開かれた行政運営 

      評価結果を公開し、出される改善要望により、町民のニーズに沿った行政運営へ改善 

 

 

 

 

 

基本構想を実現する 

ための具体的な施策 

 事務事業評価 

 



２ 施策評価の仕方（平成 30 年度事業対象） 

(1) 概要 

第５次総合計画は平成 29 年度に評価検証を行い、それに基づき平成 30 年度は第 6 次総合

計画の策定を進め、町行政もその目的達成に向けて進んでいた。そのため評価は第６次総合計画成

果指標から算出した平成 30 年度時点での目標値と実績値との比較により把握、状況分析を行い、

今後の方向性を導き出す。記述も第６次総合計画体系の順番で記す。 

(2) 評価の実施方法 

    次の項目を記入した基本施策評価シートにより評価を行う。 

    ①施策の目的 

 ②取り組み内容、状況 

    ③成果指標状況 

  目標値への実績値の到達度を次の区分で評価。 

     

  

 

 

 

 

 

    ④取り組み結果、課題 

    ⑤基本施策評価 

     施策全体を成果指標状況等により次の区分で評価。 

項目 評価の付け方 

Ａ（順調） 指標状況の 80％以上が「達成」であり、かつ目的達成への取り組みが効果的に進んでいる。 

Ｂ（概ね順調） 指標状況の 50％以上が「概ね達成」であり、かつ目的達成への取り組みが効果的に進んでいる。 

Ｃ（改善） 指標状況の 50％以上が「未達」であり、目的達成への取り組みに大幅な改善が必要。  

なお、指標が成果状況を十分量れない項目もあるので、その場合は総合的に判断して評価。 

    特にこの基準によらず評価した項目はその理由も記入。 

⑥今後の方向性 

課題解決に向け最も改善が必要な点（もしくは更に効果を上げるために必要な点）を明記。 

(3) 総合計画審議会での審議及び活用 

    評価結果を総合計画審議会に諮り、町施策、取り組み方及び今後の方向性等について意見 

     をいただく。結果は第 6 次総合計画施策の推進に活用する。 

項目 評価の付け方 

達成↗ 実績が目標値に達している。 

概ね達成→ 実績が目標値に達していないが、90％以上である。 

未達↘ 実績が目標値の 90%未満のもの。  

評価なし 実積が算出できず、未確定のもの。 



行政評価（平成 30年度事業）総合分析 

 

１ 全体の状況 

  基本施策の評価は、２８件の項目の内２４件が「Ｂ 概ね順調」、４件が「Ｃ 一部改善」の判

断となった。「Ａ 順調」の評価は無いが、成果指標状況の数値上は「Ａ 順調」となっていても

「Ｂ 概ね順調」と付けられている項目も幾つかある。これは町を取り巻く課題に対し、更に取り

組みを進めなければならないと前向きに判断したためであり、施策推進は総合的にほぼ順調に進

んでいる。 

  「Ｃ 一部改善」は、産業に係る施策に多く付けられ、町全体の産業振興に多くの課題があるこ

とが浮き彫りになった。 

  この結果を基に第６次総合計画の目的達成に向け、施策の手法を見直しながら取り組みを進め

る必要がある。 

２ 成果と課題への考察 

  施策は「環境に係る施策」「子育て支援・教育に係る施策」など６つの分野に分かれているが、

それぞれの分野毎主な成果と課題をあげる。 

(1)環境に係る施策 

 町が目指す「美しいまちづくり」への取り組みは、「美しい町づくり行動デー」（全町民に呼び

かけて一斉に除草等を行う）の実施、植栽箇所を町及び町民が増やす施策等により進められてい

るが、まだ住民が自主的に取り組むことは出来ていない。花壇の管理等課題も多い。更なる意識

啓発や、手法の改善が必要である。 

 地球温暖化対策に注目が集まる中、燃えるごみの削減や再生可能エネルギー利用促進強化が

求められるが、まだ町民への意識付けは不十分で、自主的な取り組みを促すための地道な啓発が

更に必要である。 

 公園管理について、児童遊具設置、振興計画に基づくクラフトパーク活性化が求められるが、

多額な費用が必要となるため中長期的な視野に立ち改善を進める必要がある。 

(2)子育て支援・教育に係る施策 

 少子化対策として、結婚支援では若者交流、イベント開催による出会いの場創出、経済的支援

として出産祝い金を見直し入学祝い金の創設など改善策は取られている。全国的な課題である

上、町では交通・居住環境等の課題もあり減少を防ぐことはなかなか難しい。さまざまな方面か

ら手法改善も図りながら子育て支援を更に進める必要がある。 

 放課後児童クラブ創設により、放課後児童センターで過ごす子ども達の過密化は大きく改善

された。保育園から中学校でも様々な角度から子どもが健全に育つための取り組みは進んでい

る。策定中の第２次教育大綱に基づき、更に子ども主体の教育環境が充実するよう求められてい

る。 

 生涯学習では、交流センター、文化財保護管理施設開館に向け準備が順調に進んで来た。特に

交流センターでは町民と活用の仕方について協議を重ねるなど、開館に向け取り組みが協働で

進み、活用活性化に期待がかかる。新しい施設を多くの町民が利用し生涯学習活性化が進むよう

期待に応えることが求められる。 

 

 



(3)生活基盤の整備・移住定住に係る施策 

住宅環境は集合住宅が増えず宅地造成も低調で、若者定住が進まない原因の一つとなってい

る。空き家の活用、空地の集約も視野に入れながら、民間事業者と連携し総合的に環境改善に取

り組む必要がある。 

高齢者の増加に伴い、交通弱者対策はより重要となってきている。現状把握とともに町営バス

の運行改善や複合的な移動支援の検討が必要である。 

移住定住施策はさまざまな取り組みが充実して進み、移住者も増えている。今後も根強い取り

組みが必要である。 

(4)産業に係る施策 

若者が流出し高齢化が進む中産業への影響は大きく、事業所・製造品出荷額が減少している。

特に町産業の要である製造業の縮小が懸念される。他分野も含めた産業振興のため、商工会、事

業者、他産業及び地域等と連携した活性化策の実施が求められる。 

 明るい兆しとして大型商業施設誘致により地元滞留率が増加し、起業支援により創業者が増

えている。更なる取り組み強化に努める必要がある。 

農業分野ではほ場や加工用ブドウ畑の整備、鳥獣被害防止対策が進んでいるが、従事者の高齢

化や深刻な労働力不足に対応する必要がある。関係機関と連携し新規就農者や担い手を育成確

保し、更に先端技術を活用したスマート農業の導入等により、事業継承できる体制確立に取り組

む必要がある。 

深刻な松くい虫被害対策は、補助事業を活用した森林整備も限界があることから、他事業の活

用や公共治山事業の導入による森林整備もあわせて進める必要がある。 

特産品開発、ハーブの活用、輸出及びワイン振興など６次産業化も進められており、原材料安

定供給等の課題を解決し購買が進むよう、体制確立を進める必要がある。 

観光まちづくりとして取り組みが進むなか来町者は増えるが、課題である観光消費額単価は

下がるなど更なる手法改善が必要である。 

(5)福祉と人権に係る施策 

福祉、健康増進、人権推進の分野は変わらず地道な取り組みが進んでいる。他機関と連携した

自殺予防対策は始まったばかりなので、今後意識啓発も含め強化が求められる。 

町民同士支え合う関係が深まると共に、官民協力して実施する事業が更に活性化するよう求

められている。 

(6)消防・防災・防犯、行政運営に係る施策 

危機感が強まる防災対策では、町民の防災・減災の意識を高める取組や、各種マニュアル等の

作成を通して緊急時の体制強化に努めてきた。他地域、事業者と災害協定を締結し相互支援体制

の強化、Jアラート関連機器更新など設備整備も進めている。 

地球温暖化により予想もしなかった災害に合う可能性もあり、治山・治水事業も含め更に体制

を強めるとともに災害弱者対策に努める必要がある。 

町民の関心が高い財政分野では、近年大型事業を進めてきたことにより厳しい状況が続いて

いる上、経常的経費も増えて硬直化している。自主財源の確保と費用対効果を踏まえた健全で持

続可能な財政運営が出来るよう求められる。 

Society5.0・国際化に向けた対応は、効率的に進めるため、広域行政で協議し実現していく必

要がある。 



平成 30 年度行政評価に関する事前質問意見への回答 

質問

番号 

資料 

ﾍﾟｰｼﾞ 
項目・内容 質問・意見（Ｑ）、回答（Ａ） 

提出 

委員 

１  

全般 Ｑ ①平成 30 年度の行政評価は、第 6 次総合計画の土台となるものである。評価して終わりではなく、反省

を繰り返さないことが大切である。令和 2 年度の予算編成や行動計画にも反映していかなければなら

ない。 

②施策が総花的で重点的に取り組んでいることがわからない。もっと強弱を付けて取り組むべきではな

いか。 

③施策の分野の多くは結果として町の人口増加につながるのではないか。 

Ａ ①反省を活かし方法を見直しながら取り組んでいきます。 

②町政の取り組みはどれも町民生活に必要なものですが、ご意見の通り重要課題解決には予算や人的配

分を多くする必要があり、第６次総合計画で優先項目を設けており、強化していきます。 

③人口減少抑制は最重要課題であり、ご指摘の通り多方面から施策を進めなければなりません。全国的

な問題で簡単に解決することは難しいですが、地道に努めて参ります。 

赤田  

伊佐雄 

２  

全般 Ｑ 一部の数値から判断するのではなく、もっと多角的な評価が必要ではないか。質的な評価が無いと、施

策状況の良し悪しの判断は難しい。 

Ａ 取り組みの成果は多方面から検証する必要があります。第６次総合計画で設けた成果指標だけで判断出

来ないことは各担当部署で状況把握に努めて参ります。 

鈴木 

３  

全般 

アウトプットと

アウトカムにつ

いて 

Ｑ セミナーなど事業の開催回数（アウトプット）とは別に、事業によって得られた変化（アウトカム）を

捉えることが必要ではないか。 

アウトカムは、なぜ事業を行うか、その目的となろうかとも思う。（別紙 質問３に関する資料参照）

アウトカム項目の評価を重要視したらいかがか。※「人口」「観光消費単価」など 

但し、項目によってはアウトプットを重視する項目もある。 

Ａ 成果は取り組みの結果、どのように町民に反映したか把握することが大切で、アウトカムな視点で的確

な状況把握が必要です。但し町政の取り組みはアウトカムな指標で把握することが難しく、その項目は文

書で表現するよう努めております。 

山﨑 

資料 ２ 



４ 15-16 

全般 

重要ポイントの

扱いについて 

 

Ｑ 2(1)子育て支援・青少年健全育成 基本施策評価について 

成果指標「1 年間の出生数」「20 代、30 代の人口の純移動数」は需要な項目ではないか。この項目はア

ウトカムとしても重要な評価だと思うが、基本施策評価は「Ｂ概ね順調」となっている。最も重要な項目

が「未達」の場合には、評価ランクを下げることも必要ではないか。 

各分野のなかでも最も重要とする項目は選定しておいても良いのではないか。 

Ａ ご意見はご最もですが、成果指標が一つしかない施策もあるので今後評価する上で考慮しながら、適切

な判断に努めて参ります。 

山﨑 

５  

全般 

総合分析 

成果と課題への

考察について 

Ｑ 「成果と課題への考察」の記述内容は、アウトプット項目がほとんどである。事業によって得るべきア

ウトカムの視点からの課題は出すことは出来ないか。 

この項目が第５次総合計画の課題・問題点として「見える」ことが出来、第６次総合計画の重要項目に

つながるのではないか。※質問３の人口分野など。 

Ａ 町政の取組みは分野が広く、アウトカムな指標により把握することは困難です。ご意見の通り町民にど

う施策が反映したか把握することは必要で、今後も的確に判断できるよう客観的な状況把握に努めて参り

ます。 

山﨑 

６ ３ 

施策 1(1) 

「美しいまちづ

くりへの取り組

み」 

Ｑ 「花とハーブの里づくり」を基本方針に掲げている。たとえば街中や各自治会の手入れが行き届いた花

壇が増えたこと。また、ハーブセンターのハーブガーデン・観賞園の位置付け、評価を記載してほしい。 

Ａ 町民、団体、事業者の取り組みには感謝申し上げます。花・ハーブを増やすには地道な管理が必要なた

め、今後もご協力をいただきながら施策推進に努めて参ります。 

牛越 

７ ４ 

施策 1(1) 

「美しいまちづ

くりへの取り組

み」に関する成

果指標状況につ

いて 

Ｑ 成果指標 {若者・子育て世代の「自然の豊かさ、景色の美しさ」に対する満足度}について、アンケート

結果により評価することになっているのに、何故実施しなかったのか。第 5 次総合計画最終年度であるた

めきちんと評価をし、第 6 次総合計画の施策を進める上で状況把握は必要ではないのか。 

Ａ ご指摘のアンケートを実施しなかった理由は二つあります。一つ目は平成 30 年度に子育て世帯を対象

に「子ども子育て支援ニーズ調査」を行ったため、同時期に同じようなアンケートを実施して町民に負担

をかけてはいけないと判断したこと。二つ目は「子ども子育て支援ニーズ調査」の結果、今回の評価は前

回と数字上比べることが出来なくても、「自然の豊かさ・景色の美しさ」に対し満足度が高いということ

がわかったからです。 

5 年後子育て世代が「自然環境」に対してどの程度満足しているのか、「子ども子育て支援ニーズ調査」

で得られた値と比較する等的確な方法で状況把握に努めたいと考えます。 

綿貫 



８ ８ 

施策 1(3) 

「燃えるごみ排

出量を抑え、ご

みの資源循環推

進を進める意識

啓発」に関する

取り組みについ

て 

Ｑ 池田町は一人あたりの燃えるごみ排出量が、穂高焼却場利用自治体で最も多い。この現状をとらえず数

字の変化がないから「Ｂ概ね順調」とするのはいかがなものか。 

Ａ 燃えるごみの排出量は削減、再資源化などの取り組みが町民の皆様へ浸透していないため減少していな

いと推察されます。3R（スリーアール）、（リデュース（発生抑制） リユース（再使用）リサイクル（再

生利用））、資源ごみとの分別、コンポスターの設置や水切りによる生ごみ量の削減など、啓発に努めたい

と考えています。 

牛越 

９ 8-9 同上 

Ｑ「一人当たり燃えるごみ排出量に大きな変化は見られない、減らそうとする意識が広まっていない。」と

いう状況の中で、～B 概ね順調～とは、それ相応の処分費用が掛かっていると思うが、経費削減も含めあ

まりにも甘い評価であると考える。 

ついては、減らそうとする意識を高めるとともに、燃えるごみ排出量の減量を図るため、分別の徹底や食

品ロスの削減（３０
さんまる

・１０
いちまる

運動
うんどう

の推進）等の具体的施策について、保育・学校教育から町・町民挙げて取

り組む必要があると考える。 

現在、施設の建て替え工事が行われていますが、市町村の負担額はどのくらいになるのか。又、一年間

の燃えるごみ処理経費はどのくらいか。 

Ａ 新ごみ処理施設整備費は、全体で 100 億 4,400 万円で、国からの交付金等を除いた 59 億 4,096 万 2 千円

を構成市町村が負担します。池田町の負担額は 5 憶 1,608 万 2 千円で、その財源として 4 億 2,670 万円を

起債で借り入れますが、この返済額の 50％は普通交付税で国から措置されます。 

令和元年度の燃えるごみ処理経費は 2 憶 7,689 万 7 千円、池田町の負担は、2,434 万 4 千円です。 

髙山 

10 10 

1(4) 

「遊具の点検、

修繕、更新」に

ついて 

Ｑ 多くの地区の児童遊具が強制的に撤去された。評価記述に「同じ場所で遊具を更新・維持していくのは

難しい」として集約化を提案しているが、子供が歩いていけない場所に集約することには異論があるがい

かがか。 

Ａ 子育て中の方のニーズ調査を今後実施し、その上で設置場所については検討していきたいと思います。 

牛越 

11 13-18 

2(1) 子 育 て 支

援・青少年健全

育成  基本施策

Ｑ 多くの項目の中で注視すべきは、出生数の 50％近い低下である。次に 20～30 代の離町数が大幅に増加

していることを評価しなければならないのではないか。 

Ａ 「B 概ね順調」にした理由は、指標 50％以上が「概ね達成」であり、かつ目的達成への取り組みが効果

牛越 



評価について 的に進んでいるという評価方法から判断しました。11 件の指標うち半数以上の 6 件が順調という評価であ

ったためです。また、目標達成への取り組みが効果的に進んでいるという判断も併せて行い判断しました

ので、評価方法としては合致していると思います。ただし、ご質問の 2 項目が最も重要な項目であること

は、事実でありますので、「B 概ね順調」の評価は、評価方法では妥当と考えますが、評価方法についても

検討が必要と考えます。 

12 15 

2(1) 子 育 て 支

援・青少年健全

育成  

成果指標「合計

特殊出生率」に

ついて 

Ｑ 数値が平成 25 年度以降発表されていないものであれば、第 6 次総合計画の成果指標として設けるべき

ではないと思うがいかがか。 

Ａ 合計特殊出生率は一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数で、市町村

別の統計は 5 年毎算出され、発表される時期も国勢調査より数年後であり、速やかにこの数値を把握する

ことは出来ません。 

しかし、国や県も今後の人口増減の推移を把握するための指標として合計特殊出生率の結果は重要なも

のとして扱っており、町も国や県と比べてどうなのか、状況を把握することは大切です。成果指標に入

れ、町民に公表していく必要があると考えておりますのでご理解ください。 

また参考までに出生の動向を把握する指標として、他に「1 年間の出生数」を設けてあります。 

綿貫 

13 24 

2(3)生涯学習の

まちづくり 

成果指標 

「美術館入館者

数」について 

Ｑ 美術館入館者数について、目標値を上回り状況は「達成」となっているが、入館料、 

利益、来館者の満足度など他の判断基準も設け、それにより美術館の運営が目的通り順 

調に進んでいるか、総合的に判断すべきではないか。 

Ａ 行政評価での美術館の成果数値として、客観的に評価しやすい「入館者数」を用いました。また、これ以

外にも指定管理者（シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社）より成果報告を受けており、30 年度

報告では入館者数 24,688 人（うち有料 18,969 人）、入館料 10,589,470 円（前年度実績に対し 161％）、最

終利益 720,302 円（前年度 77,780 円の赤字）、館内利用者からのクレーム「ゼロ」等により、総合的評価

も「順調」としています。 

鈴木 

14 27 

2(4)生涯スポー

ツの推進 

「軽スポーツお

よびレクレーシ

ョン教室年間開

催数」 

Ｑ 軽スポーツおよびレクレーション教室参加者数の変動を参考として伺いたい。 

Ａ 以下の通りです。 

H29 年度 341 人  

H30 年度 450 人  

令和元年度 402 人（１１月末現在） 

  概ね 400 人前後で推移しています。 

綿貫 



15 35-36 

3(3)上下水道の

整備 

水道料金につい

て 

Ｑ 町民アンケートでも水道料金が高いと指摘されている。水道施設更新の計画と料金の見直しの道筋を示

してもらいたい。 

Ａ H30 池田町水道事業使用料等審議会の答申では、地方公営企業の性格から独立採算が維持できることを

基本に、管路等の事故・故障率の増加する 60 年で水道施設を更新する計画と、最新の人口動態を用いて

料金設定の見直し行い、数年の経営には影響が少ないため、R1 の消費税率改定に伴い実質値下げするこ

ととなりました。しかし、S61～H6 に事業実施された第 4 次拡張の更新に必要な資金は不足するため、

料金を値上げする必要があるため、数年おきに同審議会の開催し、今後の人口の推移などを考慮し、水道

施設更新の計画と料金の見直しを行っていく予定です。 

牛越 

16 39-42 

3(5)移住定住の

促進 

移住定住促進施

策について 

Ｑ 移住定住促進のため、空き家の改修、住み替えなどによる「お試し住宅」を充実させればどうか。 

Ａ 以前お試し住宅について検討したことがあり、管理面の煩雑さや単なる低価な宿泊所になる事の懸念に

より断念した経緯はあります。それから３年ほど経過しておりますので、ここで他市町村の取り組みなど

研究する機会としたいと考えます。 

牛越 

17 43-45 

4(1) 農 業 の 振

興・森林の保全

活用 

松くい虫被害防

除対策について 

Ｑ 松くい虫被害木の整理を最優先で行って欲しいがいかがか。 

Ａ 池田町における森林行政の状況として、森林整備における更新伐の推進、県の補助事業を活用した道路

沿い及び人家に被害を及ぼす恐れのある被害木の伐採、保安林改良事業による被害木の伐採など、松くい

虫被害木対策を最優先とした取り組みとなっています。 

牛越 

18 43-45 

4(1) 農 業 の 振

興・森林の保全

活用 

地産地消の推進 

Ｑ ハーブセンターでは、地産地消を基本に地域循環経済の一翼を担う方向性を検討して欲しいがいかがか。 

Ａ 道の駅の機能の一つとして、指定管理者と協議を行い研究したい。 
牛越 

19 43-45 

4(1) 農 業 の 振

興・森林の保全

活用 

鳥獣被害防止対

策について 

Ｑ カラスのフン公害解消のため抜本的対策が必要ではないか。 

Ａ 抜本的対策の必要性は感じておりますが、有効な手段が見当たりません。（農政係） 

広域的な追い払いを行うため、近隣市町村と連携し専門家を含めた対策が必要と考えています。（環境整

美係） 

 

 

牛越 



20 46-48 

4(2)商業の振興 

施策全般につい

て 

Ｑ 目的に「町内商店や商業の活性化を図る」とあるが、具体的な施策の内容を示した方が施策に対しての

結果（成果指標）検証がしやすくなると思う。（例えば、地元滞留率向上の主な要因が大型商業施設誘致で

あるとした場合、施策の効果があったと判断する事が妥当かどうか、判断が難しい） 

Ａ 商業の活性化のためには、町内商店の振興、企業誘致、起業支援など様々な方面から取り組む必要があ

ります。目的にはその一面しか記入していませんが、特に力を入れて取り組んでいる施策を示しているの

でご理解ください。 

具体的な状況は成果指標の結果をご参照ください。数値も毎年算出出来ないものもあり判断が難しいと

思いますが、町も的確な状況把握に努め評価資料の書き方も工夫していきたいと考えます。 

矢嶋 

21 49-50 

4(3)工業の振興 

施策全般につい

て 

Ｑ 成果指標「新規の企業誘致件数」で大型商業施設誘致を実績として計上しているが、工業に限った実績

はどうか示してもらえば工業分野について検証が十分に出来るのではないか。 

Ａ 町内企業の振興、企業誘致、起業支援策は複数の業種に亘る取り組みですが、第 6 次総合計画ではそれ

ぞれの施策に同じ取り組みを書くと繁雑になるため、一つの施策にのみ記入することとしてありますので

ご理解下さい。 

  ご指摘の通り業種の内訳がわかることは必要ですので、今後記入に努めたいと思います。H30 年度企業

誘致した２件の業種は、商業１件、輸送業１件となります。 

矢嶋 

22 46-50 

4(2)商業の振興 

4(3)工業の振興 

起業について 

Ｑ 起業が商業分野に記載されているが、商工業の施策、成果に関して色分けが明確でなはないと思うがい

かがか。 

Ａ この成果指標の結果の出し方では、委員のご意見の通り「商業」「工業」それぞれの施策について評価

する材料として扱うことは出来ませんが、起業は、地方創生の取り組みの中で最も重要なものの一つで、

特化して各機関連携して推進しており、どの分野であっても起業を促す取り組みが適切であったか評価す

ることは大切であると考えておりますので、ご理解ください。 

なお、参考までに平成 30 年度に起業した事業所の業種は、商業４件、サービス業１件となっておりま

す。 

矢嶋 

23  

産業施策全般 Ｑ 産業振興に限って言えば、農業経営、地域活性化、交流の増進などのキーワードの定義付けが明確では

ない。定義付けを通じて数値化が出来るようになれば、より分かりやすい検証が可能となるのではないか。 

Ａ ご指摘の事項は、行政評価の観点からは有効であると考えますが、例えば観光推進の観点からは観光統

計数値と町内に所在する事業者(小売・飲食店等)の実感する収益面での充実との格差が存在しているなど

難しい課題もあり、どのような検証方法が良いのか、研究して参りたいと存じます。 

矢嶋 



24 51-54 

4(4)観光の振興 

施策全般につい

て 

Ｑ 観光利用者、美術館、クラフトパーク、ハーブセンターの利用者が増加している反面、観光消費単価が

低下しているのは、池田でしか手に入らない品物、魅力ある産物が少ないからではないか。 

Ａ．当町における観光消費単価が低いのは宿泊を伴う観光動向となっていないことが大きな要因となってい

ます。 

  しかしながら、「池田町ならでは。」という土産品等となる特産品が質量ともに乏しいのは確かであり、

当町の魅力向上にはご当地の特産品は不可欠となりますので、事業者等での新製品開発等を促し支援して

参ります。 

牛越 

25 51-54 

4(4)観光の振興 

施策全般につい

て 

Ｑ 池田町の歴史ある八幡神社はじめ各地区の秋祭りを、観光の目玉として企画すればどうか。 

Ａ．当町には他に類を見ない魅力ある祭典があります。八幡神社の例大祭などは観光協会の取組みにて観光

ツアー造成の実績もあります。 

  今後も観光協会を中心に観光推進の一環としてしっかりと秋の目玉として推し進めていただきます。 

  ただし、行政としては『政教分離』の原則があり積極的な総合計画への盛り込みは控えています。 

牛越 

26 51-54 

4(4)観光の振興 

施策全般につい

て 

Ｑ 観光と体験型農業の組み合わせを推進させればどうか。 

Ａ．ご意見のとおり、池田町最大の魅力は田園を中心とした環境であり、その資源を活用したものは有効で

あると考えます。 

現在、ワインとぶどう栽培体験をセットにしたものを「ふるさと納税」の返礼企画として進行中であり

ます。既存として学習旅行の田植え体験、ハーブの摘み取り体験・とうもろこし収穫体験など積極的に推

進します。なお、検証等は「民間主導のイベント開催」の項目で行う予定です。 

牛越 

27 52 

4(4)観光の振興 

成果指標「観光

消費額単価」に

ついて 

Ｑ 観光消費額単価について実績値が約 250 円で、令和 5 年度時点での目標値が 800 円と、大きく離れて

いるが、具体的にどのように単価を上げようとしているのか。 

Ａ．長野県による観光統計値は特定の施設への来訪者による推計の為、飲食等すべての消費額が県公表の観

光統計数値に含まれていなかったことから、 

県に対し見直しを求めてきましたが、Ｒ元年より飲食・宿泊による消費額も算入されることとなりまし

たので、一定の上積みは見込めます。 

更に外国人旅行者の誘客及びＳＮＳを活用した飲食機会を伴う時間帯での誘客を図っていきます。 

綿貫 

28 55 

4(5)6 次産業化

の推進 

成果指標「ハー

Ｑ ハーブセンターの利用者延数について、目標値を上回り状況は「達成」となっているが、店の売り上げ、

利益、利用者の満足度など他の判断基準も設け、それによりハーブセンターの運営が目的通り順調に進

んでいるか、総合的に判断すべきではないか。 

鈴木 



ブセンターの利

用者延数」につ

いて 

Ａ 指定管理者のモニタリングに併せ、検討して参ります。 

29 55-57 

4(5)6 次産業化

の推進 

特産品の開発と

普及について 

Ｑ 特産品の開発と普及。「かんぴょう」「あずき」などの日常的な利用方法の紹介を進めて欲しい。 

Ａ 過去にレシピ募集等も行いました。「広報いけだ」に掲載する等検討して参ります。 
牛越 

30 63-65 

5(2)保健・医療 

施策について 

Ｑ あづみ病院利用者が短期活用できる住宅を供給して欲しいがいかがか。 

Ａ 現段階では町で病院利用者の短期で活用できる住宅については考えておりませんが、町内で宿泊場所で

きる場所やアパートについて紹介をしていきたいと考えます。 

牛越 

31 74-77 

6(3)財政の健全

化について 

Ｑ ①町の予算は平成 28 年度 41 億円であったが、平成 30 年度は 55 億円と 25％も増加している。人口減少

の中、予算の縮減を図るべきではないか。 

  ②2019 年度の財政調整基金取り崩しは、さらに増加することが見込まれる。減債基金、特定目的基金を

含め積立金の将来設計について、考え方を示してほしい。 

  ③実質公債費比率の 2023 年度目標値を 15％以下としているのは、そこまで大丈夫との誤解を与える。

10％程度が望ましいと思う。 

Ａ ①予算増加の主要因としては社会資本整備総合交付金事業や農地耕作条件改善事業などの大型事業が挙

げられますが、経常的経費や継続事業も増えていますので、事業の見直し等も含めて歳出抑制を図る

必要があります。 

②財政調整基金は、近年多額の投資的経費を補うため多く取り崩していますが、不測の事態等に備えて

相応の基金を積み立てておく必要があります。現状は歳出の不用額を翌年度に繰り入れています。 

    減債基金は、令和４年度に３億円を繰上償還することを目標に毎年繰り入れをしています。平成 30

年度末の減債基金残高は１億 1,500 万円で、厳しい財政事情を鑑みると目標額の達成は厳しい状況で

すが、継続的に繰り入れするよう努めます。 

    特定目的基金は、福祉基金、てるてる坊主作詞者浅原六朗基金、スポーツ振興基金、土地開発基金、

ふるさと・水と土基金、てるてる坊主のふるさと応援基金、公共施設等整備基金、森林環境譲与税基

金があり、それぞれの目的達成のための財源に充てるため、積み立て、管理、処分を行っています。 

③実質公債費比率とは、借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を

牛越 



示す指標です。実質公債費比率が 18％以上となる地方公共団体については，起債に当たり許可が必要

となります。 

    平成 30 年度の実質公債費比率（過去３カ年の平均）は 10.4％でした。一定の条件でシミュレーショ

ンすると令和５年度（2023 年度）は繰上償還しない場合 13％台半ば、令和４年度に 1.2 億円繰上償還

した場合 13％程度、３億円繰上償還した場合は 12％台半ばになります。しかしながら、シミュレーシ

ョン自体不確定な部分が多く、また、既存事業の計画変更や新規事業の実施などによってはさらに上

昇することもあり得るため、柔軟に対応できるよう目標値は 15％以下に設定しています。 

32 

81-82 6(5)行政の広域

化 

県議会議員選挙

区について 

Ｑ 大北地域は、県庁支所・消防・警察・税務署・法務・職安・福祉等広域行政を展開している。しかし県会

議員は北安曇と大町に分割されており、とりわけ北安曇は真ん中に大町をはさみ飛び地選挙区となってい

る。大北を合区とし２～３人区とすることを提案してもらいたい。 

Ａ 町が関与すべきところではないので、回答しかねます。 

牛越 

 



令和元年度 第２回池田町総合計画審議会 会議録 

と き ： 令和元年 12月 26日(木) 13：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

 

（進行：丸山課長） 

１ 開  会 （丸山課長） 

２ あいさつ （丸山会長、甕 町長） 

＜第１回議事録を委員に配布し、誤りがあれば後日連絡をいただきたい旨依頼＞ 

３ 議事（進行：丸山史子 会長） 

(1) 平成 30年度行政評価について（池田町行政評価方針と概要(改正)、資料１、平成 30年度

事業 評価検証結果(改正)、行政評価(平成 30年度事業)総合分析、資料 2、3 説明：塩川

課長補佐） 

発言者 発言内容 

赤田伊佐雄 委員 行政評価方針に評価の時期が明記されていない。 

今年度のような時期に行っても、すでに来年度予算編成は進んでいるし、

検証結果を翌年度予算に反映させるのは難しいのではないか。そのためには、

９月末頃までに検証を行うべきではないか。 

塩川課長補佐 ご指摘のとおり。今回は遅れてしまったが、来年度以降は時期を早めて、

９月末までに評価を実施したい。 

（委員） 

丸山史子 会長  

薄井 治 委員 森泉恵子 委員 鈴木俊輔 委員 綿貫幹雄 委員 山﨑 猛 委員  

内山美恵 委員 小澤裕子 委員 矢嶋 慎 委員 百瀬 晃 委員 赤田伊佐緒 委員 

牛越邦夫 委員 赤田弥壽文委員 

（欠席  髙山明男 副会長 塩原 長 委員 水久保節 委員 益山代利子委員  

高野雅彦 委員） 

（池田町）  

町長 甕 聖章     副町長 小田切隆     教育長 竹内延彦  

総務課長 宮﨑鉄雄   住民課長 蜜澤佳洋    健康福祉課長 宮本瑞枝  

産業振興課長 宮澤 達 建設水道課長 丸山善久  会計課長 伊藤芳子  

学校保育課長 寺嶋秀徳 生涯学習課長 下條浩久  議会事務局長 塩川利夫  

（事務局） 

企画政策課長 丸山光一  課長補佐兼町づくり推進係長 塩川亜弥子  

町づくり推進係  竹村勇輝 太田琢磨 



赤田伊佐雄 委員 【資料１の７ページ 治山事業について】 

① 「判断理由特記事項」に、治山事業について県へ要望したが事業実施に至

らなかった旨の記載があるが、これは町単独事業としてでもやるべきもので

はないのか。 

② 水路の適正な維持管理のための長寿命化計画を策定し、必要な改修を行う

とあるが、次回検証する際は計画は策定した。必要な改修を行う、と施策が

進むはずなので、常に施策が停滞しないよう推進して欲しい。 

宮澤産業振興課長 ① 県へ毎年要望しているが実施には至っていない。喫緊の危険箇所であれば

採択になると思う。 

② 長寿命化計画の策定がないと補助事業導入による改修が出来ないので、順

次、長寿命化計画を策定していく。 

 

(2) 第 6 次総合計画改定について （資料４、国際連合広報局 我々の世界を変革する持続可

能な開発のための 2030 アジェンダ、第 6 次総合計画施策と SDGs（持続可能な開発目標）

との関係、しあわせ信州創造プラン 2.0概要版 説明：塩川課長補佐 

  SDGsに関するビデオ視聴） 

＜今後 SDGs以外の改定案について文書により提案し、次回審議会前に質問、意見をいただき

たい旨併せて説明＞ 

発言者 発言内容 

丸山史子 会長 説明の中で、外国人との共生に係ることを付け加えたいとあったが、それ

は資料のどこに記載されているのか。 

塩川課長補佐 本日は SDGsに関する改定案のみ示したので、それ以外のことは後日、改訂

案を作成してお送りするので、ご意見を頂戴したい。 

牛越邦夫 委員 ①【(1) 平成 30年度行政評価について資料２ 事前質問意見への回答につい

てに関して】 

委員から出された意見に回答が噛み合っていないものがある。回答して終

わりではなく、評価結果を改定にどう反映させていくのか。出された意見に

対し他の委員の意見を聞き掘り下げる必要があるのではないか。 

②【総合計画の改定スケジュールについて】 

改定までのスケジュールはどのようになっているのか。示されないと、ど

のような心づもりで審議会に臨めば良いかわからない。 

塩川課長補佐 ② 1 月上旬に改定案を送付し、その案に関する質問・意見を事前にいただ

くように依頼。次回審議会でその回答を示し協議いただく。 

牛越邦夫 委員  総合計画改定について、資料４に総合戦略の目標が示されているが、転出

数が増加し続け、出生率が半減している中で、時代に合った地域づくりと言

っても言葉が並ぶだけで、実際に現実を改善する方策が設けられるか疑問で

ある。 

 また SDGs について、町がどのように具現化するのか。総合計画の施策に

SDGs関連付けでどうなるのか。 

資料の言葉もわかりにくい。もっとわかり易く説明いただきたい。 



丸山史子 会長  SDGsに関する意見は次回までにいただきたい。また事務局へもわかり易い

資料の提供をお願いしたい。 

 また行政評価への質問・意見、それに対する町の回答について牛越委員か

ら提案があったように、今後の施策に反映できるように委員間で共通理解を

図りたい。意見を出していただきたい。 

 事務局は、書面では回答をする際書面では表せないものはあったか。 

塩川課長補佐  牛越委員から意見があった、質問に対する回答が噛みあわないという所を

指摘して欲しい。 

牛越邦夫 委員 【資料２ 事前質問意見への回答について】 

① 「ハーブセンターで地産地消を基本に地域循環経済の一翼を担う方向性を

検討して欲しい」との意見に対し、回答は「指定管理者と協議を行い研究し

たい」とあるが、町としてどう考えているのか。 

② 財政の健全化について、厳しい財政状況にも関わらず予算額が増えてい

る。計画策定時に実質公債費比率の目標値を 15%以下としてしまったが、甘

すぎたのではないか。目標の設定をもっと厳しくし、それ以下に悪くしない

よう堅持する必要があるのではないか。 

③ 大北地域は広域行政が進んでいる方だと認識している。もっと取り組みを

進めて欲しい。その一方で、県議会議員の定数が特に北安曇郡は飛び地にな

っている中で１人というのは少ない。ぜひ大町市と合区にして人数を増やし

て欲しい。町として回答しないとの答えであるが、広域で話し合っていただ

きたい。 

宮澤産業振興課長 

 

 

丸山企画政策課長 

 

 

 

 

 

 

宮﨑総務課長 

 

① 指定管理者が行う業務に、地産地消や地域循環型経済を担うことは加え

てある。その上で今後具体的な方策を協議していくということである。ご理

解いただきたい。 

② 大型事業を行うと実質公債費比率が上がり、その状態がずっと続くことは

好ましいことではない。現在新年度予算の査定中であるが、予算規模もなる

べく縮小するよう努めている。 

 実質公債費比率が 18％以上を超えると地方債の発行に総務大臣等の許可

が必要となり、25％以上を超えると早期健全化の対象となる。町も実施計画

等により財政運営を進める上で、全体的な財政的負担をしっかりと見定めな

がら、各事業を進めて参りたい。 

③ 一票の格差の問題も含めて、県議会でも検討していただいているところで

ある。町施策の評価を行うにあたり、町として意見すべきところではないと

考えている。 

赤田弥壽文 委員 計画改定への意見として、町施策の中で産業分野だけが町の収益を上げる

分野である。しかし行政評価上、ほとんど C 評価が付けられている。そのこ

とを踏まえて、どう改正しようとしているのか。 

塩川課長補佐 今回の計画改定に盛り込めるかどうかはっきりとは申し上げられないが、

国からの第 2 期総合戦略の方針では、ふるさと納税をしていただいた方、観

光で訪れた方が、再び町を訪れ町行事などに関わっていただくそのような関

係人口の増加、テレワークの推進、農業分野など様々な分野でＡＩ活用によ

り効率化を進めるなどを考えている。 



赤田弥壽文 委員 ①私達産業分野に携わる者も町を良くしたいと考えている。しかし、計画は

行政の見方のみにより立てられているため、目指す方向性にずれがあるので

はないか。折角町では県の中でいち早く中小企業振興条例が出来たので、ぜ

ひ条例を生かし円卓会議を開催し、C 評価にならないためにどうしていくの

か、協議を進めていただきたい。 

②ＳＤＧｓについて、県の登録制度をご存じか。 

塩川課長補佐 ②存じ上げていない。  

赤田弥壽文 委員 ②ＳＤＧｓを進める企業が登録する制度で、町でも幾つかの企業が登録して

いる。その実情をしっかり捉えた上で進めて欲しい。 

 ＳＤＧｓはそもそも自分たちが日頃心がけていることについて表現を変え

ているだけである。その取り組みに目標を立てて更に推進しようとしている

ので、日本の中で早い段階から取り組んでいる長野県、企業の実情を良く把

握することがまず大切である。 

 工業分野ではどのＳＤＧｓと結び付くかというと、 

１貧困 働くことにより収入を得られるため 

３健康な生活 社員が健康でないと事業がすすめられないため 

４教育 小中学校、特に高校とタイアップをしているため 

７エネルギー 沢山のエネルギーを使うので、大きな責任がある。 

11安全な都市 12持続可能な生産 

13気候変動 CO2排出抑制に向け産業廃棄物削減に取り組む必要があるため 

17パートナーシップ 企業間連携が必要になるため 

 この提案を参考に進めて欲しい。 

丸山史子 会長 

 

新しいことを始めるのではなく、私たちが普段の生活の中ですでにやって

いること。今やっていることを整理してみるという趣旨だと認識している。 

丸山企画政策課長 丸山会長のご説明のとおり。何か新しいことを義務付けようというもので

はなく、計画中に盛り込むことで、より意識を持ってそれぞれの課題に対し

て取り組むことができる。 

宮澤産業振興課長 赤田委員から意見をいただいた①について 工業部会では毎年度当初に同

様の会議を行っているほか、商業部会では、例えば若い飲食店の方が集まっ

て今後について話し合う場に繋がっていったという話も聞いている。円卓会

議については、今後も回数を重ねて行っていきたいと考えている。 

鈴木俊輔 委員 計画策定当初はＳＤＧｓを意識して策定したものではないのか  

塩川課長補佐 当初は想定していなかったため、今回の改定で位置付けたい。町だけを良

くするのではなく、地球全体が良くなることを念頭に置き施策を進めていく

必要があると考え、改正したい。 

鈴木俊輔 委員 法律などで義務付けられているということではなく、池田町としてその方

針を取り入れ取り組んでいくと言う認識で良いか 

塩川課長補佐 意見のとおりである。 

４ その他   

事務局から、今後改定案について送付するので意見をいただきたいこと、及び 

次回委員会について説明 

５ 閉 会 （丸山課長）  



池田町議会全員協議会 要旨 

と き ： 令和 2年 1月 30日(木)9：30～ 

ところ ： 池田町役場 協議会室 

「平成 30年度 地方創生関係交付金事業の推進状況」について 

（資料 政策等の形成過程説明資料 P1～6） 

 塩川企画政策課課長補佐説明の上質疑応答 

発言者 発言内容 

矢口稔議員 ①KPI について、観光客人数が指標となっているが、金額は把握出来てい

るのか。 

②外国人宿泊者数について、安曇野地域全体では目標に達しているが、町

の実績は前年より減少している。状況を聞きたい。 

塩川課長補佐  ①について、行政評価に実績が記してある。資料 1 P53「外国人旅行者年

間観光消費額」は 89万円となっている。 

②について、外国人旅行者数は増えているのに宿泊者数が減っていること

がこの実績にも表れており、観光消費額も減っている状況である。 

矢口稔議員  金額というのは、この事業に対する費用対効果のことを尋ねているが把握

出来ているのか。 

宮澤産業振興課長 費用対効果は算出出来ていないが、輸出する品物のライセンスを取得し、

輸出が出来るようにしていきたい。 

矢口稔議員 要望になるが、そこが一番大事である。平成 29 年度からマレーシアへの

プロモーションを行っているので、売上がどの位あるか、きちんと把握して

欲しい。 

大厩美明議員 外国人旅行者誘致事業について、セミナーや講座が数回開かれており、こ

のような開催によりコミュニケーションを図ることは良いことであるが、参

加人数はどれ位か。 

宮澤産業振興課長 接客用英語講座について、事業所に出向いて行ったこともあり、行った回

数のみで参加人数は把握していない。 

薄井孝彦議員 農産物輸出とは、具体的には何を指すのか。 

宮澤産業振興課長 数量の確保に課題があるため、現在日本酒のみ輸出している。また取引が

出来るか検討していただくため、バイヤーの求めに応じておやき、野沢菜な

どを送っている。 

「平成 30年度 行政評価」について 

（資料 政策等の形成過程説明資料 P7～11、資料 1 平成 30年度事業 評価検証） 

塩川企画政策課課長補佐説明の上質疑応答 

発言者 発言内容 

服部久子議員  政策等の形成過程説明資料 P10 26行目について、意味が良くわからな

い。書き間違いではないのか。 

塩川課長補佐  全国的な課題である上、町ではそれに加えて交通・居住環境等の課題があ

るという意味である。 

矢口稔議員  この評価は施策評価により行うとのことだが、資料 政策等の形成過程説

明資料 P8図を見てもわかるように、事務事業評価を行った上に施策評価

を行うべきではないのか。 



塩川課長補佐 評価にあたり、事務事業評価も併せて行っている。 

矢口稔議員 資料 1 P13～18 「子育て支援・青少年健全育成」施策の評価は「Ｂ概ね

順調」とあるが、町長の公約である人口減少の防止という面からみると、P15

成果指標の「1年間の出生数」は「28人」で、目標値に達していない。 

人口減少に歯止めをかけることは一番重要であり、それが改善していない

のに、成果指標の他の状況から平均をとって「Ｂ概ね順調」とするのはいか

がなものか。その点をどのように捉えているか。 

塩川課長補佐 子育て全般としては、放課後支援での預かり方改善など良い成果があった

ため「Ｂ概ね順調」と評価しているが、意見の通り危機感を感じ移住定住な

ど力を入れて取り組んでいる。 

小田切副町長 補足をする。評価について、各施策担当が詳細な検証資料を作成し、それ

に対して 2週間近くかけてヒアリングを行った。その中でも同様の見解を出

した。他の点が良くてもこの重要な人口減少問題が改善していないのにＢと

いう評価で良いのかと。 

ただ、評価の付け方はルールを設けて実施しているので、この点を直すな

ら重要項目だけ特別に係数を掛けるなど改善する必要がある。総合計画審議

会でも同様の意見が出されているので、今後検討させていただく。 

矢口稔議員 他市町村でも事務事業評価に力を入れて実施している。例えば大町市では

住民アンケートを実施し項目を絞り、この事業は妥当か否か、継続すべきか

否か取捨選択している。行政側にとっても力を入れる事業と廃止する事業を

選んでいくことは必要ではないか。今後の評価改善について期待している。 

那須博天議員 今回報告があったのは平成 30 年度事業についてであり、令和元年度が終

わろうとしている現在、この評価をどのように令和 2年度事業に生かしてい

くか、道筋が示されていないがいかがか。 

塩川課長補佐 先程副町長から話があった通り、ヒアリングの中で受けた指摘を令和 2年

度予算に反映している。 

那須博天議員 2年も前の事業評価を行うよりも、もっと違う形で進められなかったのか。

企業では事業展開を早く進めるために、昨年度の事業を振り返るより今年度

の事業を改善することが求められる。行政も見習い、もっと前向きに取り組

んで欲しいがいかがか。 

丸山企画政策課長 今年度評価の進め方が遅れたことは反省している。総合計画審議会でも同

様の意見が出された。来年度は次の年の事業にスムーズに反映出来るよう早

めに作業を進め、議会へも報告させていただく。 



薄井孝彦議員 意見が出されている今後の取り組みへの反映は、各施策の評価「今後の方

向性」として示されている通りだと理解している。 

①別件で「総合分析」にある「美しいまちづくり」への取り組みは町長の

公約にもなっているが、「花とハーブの町」として宣伝されていても、観光

客が訪れてもそのキャッチフレーズにふさわしい観光地が無いと指摘され

る上、町民からもハーブなど町内に見られないとの声を聞く。 

その点をどう改善するか総合分析への記述がされていない。取り組みを進

めても町民の意識が低いから実現しないと判断しているように捉えられる。

もっと行政側から町民が積極的に取り組めるよう、例えば以前行ったラベン

ダーの苗を買って配布するなど「花とハーブの町」にふさわしい町となるよ

う改善策を出して欲しいがいかがか。 

②財政について、資料 1 P77「今後の方向性」に「経常的支出を行ってい

るもののうち、一般財源が占めている割合の高い事業については、廃止また

は縮小できるか検討していく必要がある」とあるが、特に福祉分野など削れ

ないものがある。納税者にとって自分の生活に本当に必要な予算が削られて

しまっては行政の意味が無くなるので、その点は慎重に行って欲しい。 

小田切副町長 ①総合計画に対する行政評価により課題が浮かび上がり、それに対する対

応が予算に反映される。 

「花とハーブの町」については議員の意見と同様の指摘も幾つかいただい

ている。それに対する具体策として、3 月議会定例会に補正予算としてハー

ブガラス温室の大規模改修に係る設計監理料を計上し、令和 2年度予算で工

事費を計上していく予定である。このように具体策は予算に反映していくも

ので、行政評価はあくまでも評価である。理解いただきたい。 

②財政の現状は、法人税の軽減措置により税収が減っている上、補助事業

の半分は町負担をする必要があるため、町単独事業として十分に展開するだ

けの予算が確保できない。そのためどの事業を生かし、また廃止していくか

見極めをする必要があり、全て同じように縮小するということではない。 

また那須議員から出された評価の時期であるが、前年度の決算が 9月議会

定例会で承認された後着手するとどうしても報告する時期が遅くなってし

まうので、出納整理期間が終わった 6月から評価を開始して良いと議会で認

めていただければ、早く作業が進み議会へも報告が出来るので見解をお聞き

したい。 

薄井孝彦議員 個人としての意見であるが、出納閉鎖後着手して良いと思う。 

また要望であるが、評価の際には現在の事業の中で何が必要か、どんな重

要課題があり新しく何を行っていくか、十分検討した上で比較的重点が低い

ものは削るようにして欲しい。住民福祉のため必要なものは何なのか、とい

う観点での見直しを望む。 

矢口稔議員 評価は出納整理期間が終わってから着手して良いと思う。9 月に評価がま

とまれば次年度の予算編成をする時期とも重なり速やかに取り組める。早く

から取り組むべきである。 

横澤はま議員 政策等の形成過程説明資料 P10 2(1)に「クラフトパーク振興計画」の

記述があるが、その計画にもとづいたクラフトパークの振興策がみえて

来ない。活性化をするにはもっと町民の目線で考え、知恵を出すことが

必要である。そう出来る仕組みを作ることを要望する。 



服部久子議員 質問ではなく町の考え方を聞きたい。 

①資料 1 P34成果指標「集合住宅の建築件数」の実績値が「0件」で、

「今後の方向性」には「この課題への検討を続けていく」とあるが、早

く対応策を実施し集合住宅が増えないと、出生数の改善や人手不足解消

にならない。若い人が住みやすい集合住宅を早急に建てて欲しい。 

②資料 1 P38 交通弱者対策について、「今後の方向性」に「複合的な

移動支援の検討が必要」とある。現在折角都会など他市町村から転入さ

れた方が、高齢になり移動手段が難しくなるとまた都会に戻ってしまう

傾向である。 

この 2点について、町長の考えを聞きたい。 

甕町長 ①集合住宅建設について、交渉していた業者が土地の問題で先日断念

するという残念な結果になった。 

②交通弱者対策について、調査が終わったので、3月 7日に開かれる議

会全員協議会で結果を報告させていただく。 

服部久子議員 ①について、町営住宅が老朽化し居住者も減っている。町が公営住宅

を建てることも若者が定住するための一つの手段だと思うがいかがか。 

甕町長 財政的にとても厳しく難しい。民間の活力を利用したい。 

服部久子議員 町に住みたいという問い合わせは多いと聞く。その希望者が住む所が

無く安曇野市や松川村に居住するケースがあると聞く。若者が居住出来

る施策を何とか生み出して欲しい。 

甕町長 先日新聞に掲載されたが、9月から 12月までの人口が 24人増え、出生

数も年間 50人に達する見込みとなった。これはいろいろ対策を講じた成

果だと思う。 

小田切副町長 集合住宅について補足する。来年度行われる国勢調査の結果、その時

点での人口が住民一人あたり交付される交付税の対象基準となる。その

ため、その時点での人口増に向け議員の意見に出た対策を 3 年前から実

施して来た。 

経過を説明すると、まず公営での住宅建設を検討した。県住宅公社か

ら住宅建設に係る経費を算出いただいた。建設費用が多額に掛かり、町

営住宅とすれば補助はあるが入居の条件を付けなければならず、入居者

が限定されてしまう。 

次に公設民営化を検討した。その場合年額億単位の出費をしなければ

ならないとのことで断念した。 

その次に土地を提供するので民間で建てて運営してもらうよう業者を

募集して交渉したが、土地の問題で断念する結果となった。詳細は次回

議会全員協議会で報告するが、業者からも池田は集合住宅が少ない地域

で居住要望はある。良い土地があったら情報提供して欲しいとの声はい

ただいている。 

以上が経過である。決して手をこまねいている訳ではないので理解い

ただきたい。 

松野亮子議員 集合住宅について意見である。都会では大きな建物に複数の家族が住

んでいると子どもが出す騒音などが問題になっている等のことから、建

設することが良いことだとは思っていない。 



矢口稔議員 政策等の形成過程説明資料 1 P11(4)「観光まちづくり」に関する記述

に「観光消費額が下がる」とあるが、算出方法がその原因である。理由

はハーブセンターの購買者数に町民も含めているからである。町民を抜

かないと観光客の単価は算出出来ず数値は上がらない。購買者数はレジ

の記録が基になっているので、レジを打つ時に町民は別にすべきである。

この統計方法の問題についてどう考えるのか。 

宮澤産業振興課長 町への観光客は滞在時間も少なく単価は低い状態である。そのため、

今年から飲食店での消費額も算出に含めていく。 

議員から提案があったレジで観光客と町民を分けるということは、可

能かどうかわからないので検討していきたい。 

塩川課長補佐 この算出は全国的に行っており、どの市町村でも自治体の住民も含め

て算出している。その方法により算出しても多い市町村と差があるのは、

前から課題となっている宿泊場所が少ないため宿泊者が少なく単価も増

えないためである。 

この意見は以前も議員から出されたが、当町だけ町民を算出上除くこ

とは統計上正しくなくなるため出来ない。 

矢口稔議員 実態を正確に把握することが評価の原点である。観光消費額を上げた

いのであれば、町の玄関であるハーブセンターで町民を抜いた算出をす

べきである。町独自の方法で良いので観光客のみの実態を把握し、消費

額を上げる対策をして欲しい。 

「第 6次総合計画改定」について 

（資料 政策等の形成過程説明資料 P12～57、資料 2 池田町第 6次総合計画 改定案） 

塩川企画政策課課長補佐説明の上質疑応答 

発言者 発言内容 

薄井孝彦議員 政策等の形成過程説明資料 P49 にある「関係人口を増やす」取り組み

に係る「町外から町の祭りに毎年参加し運営にも携わる」との記載につ

いて、八案神社例大祭を指すと思うが、次のことを要望する。 

引き手、囃子の奏者等も減少している中、特に若者が参加するために平日

は仕事が休めないので二日目の船への対応が難しく、来年度から船の運行も

一日目と一緒に行ってはどうかとの話が出ている。施策改定案にある「町外

からの参加」は、祭りの維持に有効であると思うので、ぜひ氏子総代と連絡

を取り施策を進めて欲しい。 

矢口稔議員  ＳＤＧｓを計画に関係づけることについて、以前から要望していたので感

謝する。 

 ＳＤＧｓについて、まだ知らない人も多いため、周知はどのように行って

いくか。教育面でも子ども達にＳＤＧｓの説明をしながら総合計画のことを

知ってもらう方法もあるのではないか。 

丸山光一課長  ＳＤＧｓについて、現状は知らない人が多いのではないか。まず職員には

研修により周知を図る。町民には総合計画改定の説明の中で知っていただく

よう努める。総合計画それぞれの施策について、このＳＤＧｓに関連してい

るのだと考えていただければ良いのではないか。 

 様々な方法で周知をしていきたい。 



横澤はま議員  政策等の形成過程説明資料 P54 にある「ブロック塀の転倒防止」につ

いて、調査をした結果どのように進めているか、進捗状況を報告して欲

しい。 

宮﨑総務課長  各地区への調査は、自主防災会を通じて集まってきている。建設水道課の

鉄筋探査機により鉄筋の有無を調べている所もある。全部集まったら結果は

報告させていただく。 

薄井孝彦議員  この結果により把握した危険な箇所について、漏れが無く文書により改善

を促すようにして欲しい。 

服部久子議員  ①資料 2 P41 2(2)保育、幼児・学校教育の充実の主要施策に「保育・教育

事業実施者に民間業者参入検討」とあるが、どの様な業者を入れようとして

いるのか。 

 ②資料 2 P65 5(3)人権の尊重・男女共同参画の推進について、具体策が明

確ではない。例えば町職員管理職の中で女性を何％にするとか、具体的に目

標を示して欲しいがいかがか。 

寺嶋学校保育課長  ①現在具体的な想定はしていない。 

下條生涯学習課長  ②具体的に何をやるかも含め今後検討していきたい。 

 


