R3.2.18-19 町民説明会 資料２改

財政状況改善に向けた予算削減案に対する意見募集
(パブリックコメント)結果について
池田町では財政状況等を町民の皆様にお伝えするため、昨年 11 月に第 1 回説明会を開
催しましたが、参加できなかった方等から意見をいただくため 12 月~1 月にかけて意見募
集（パブリックコメント）を実施しました。その結果を回答を付してお知らせします。

1. パブリックコメント内容
受付期間

令和 2 年 12 月 4 日~令和 3 年 1 月 4 日（32 日間）

閲覧場所

ホームページ、役場、交流センターかえで、多目的研修センター

情報発信

ホームページ、メール配信、防災行政無線

募集方法

ウェブ入力、持ち込み、郵送、ファクス

対象者

町内在住・在学・在勤者又は町内で事業等を行う個人や団体

2. 結果
①意見 27 名 117 件
うち
・更なる削減を希望する意見 39 件
・削減案に反対する意見

31 件

・その他意見・提案等

47 件

（意見を整理するため提出された意見を分割したものもカウントしてあります）
②パブリックコメントを受けて削減を取り止めた事業 ２事業 505 万円復活
・やすらぎの郷の風呂…日曜休みを無休に戻す。
（利用料 100 円値上げは案どおり）
269 万円増
・入学祝金…削減取り止め（小学生 5 万円、中学生 3 万円の従来どおり）236 万円増
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意見・回答一覧
意見対象事業
消火栓設置

削減内容

意見質問の内容等

質問No

取替件数厳選

R3.2.18-19 町民説明会

消火栓は、必要と思われます。自治会からの希望に応えてゆけばと思います。
1

R3予算150万円

資料２
回答

実情を精査し、優先順位を付け
て設置を行います。

R2比減104万円
結婚推進事業

DIネット（結婚相手紹

池田町に限らず結婚を望んでいるのにパートナーがいない方が多いと思いますので、もっと出会いの機会への 県のマッチングシステム活用や

R3予算0万円

介）や結婚推進イベント

イベントを考えていけばと思います。

R2比減85万円

等の効果見直し・事業の
廃止 ⇒今後は若者交流イ

大北地域での共催イベント、若
者サークルへの委託事業等を行

2

い、出会いの機会創出に努めま

ベント参加や県の結婚

す。

マッチングシステム等を
推進
少年少女交流事 横浜市磯子区岡村西部連
業

合自治会との小中学生交

R3予算49万円

流事業で毎年交互に訪問

R2比減6万円

（30名程度参加）。

削減に反対

食事の実費程度の受益者負担増

「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。

をお願いします。

元気なまちづくり事業の予算カットについて

ソフト事業は3年間凍結いたし

3

参加料を2千円増額（横浜
訪問時5千円⇒7千円、池
田受入時0円⇒2千円）
元気なまちづく 自治会や団体等によるま
り事業補助金

ちづくり事業や、自治会

民間と力を合わせることが大切な時代に、数少ない官民協働のまちづくり施策を予算カットしていくことから ますが、協働のまちづくりの根

R3予算300万円 実施の資材支給事業に最

始めてしまうのは、問題であると思う。

幹をなす自治会の資材支給事業

R2比減100万円 大30万円を補助。
そのうち、新規のまちづ

は継続します。
4

くり事業を凍結（3年間を
予定）。ただし、自治会
の机・椅子購入及び資材
支給事業は補助継続。
移住定住補助金 住宅の新築・中古住宅の
R3予算2700万円 購入等に対する補助金。

移住定住補助金 移住者の年齢により、補助金額範囲を絞り込み、さらに予算削減する
5 高齢者の移住は、将来的には経費がかさむため、60歳以上の移住者には、補助金をださない。40代以下の将

R2比減3300万円 現在、新築最大120万円、
中古最大70万円を、
半額程度（新築50万円、

移住定住補助金は、第６次総合
計画の課題である人口減少対策

来池田町を支える移住者への支援を中心とする

の一環として継続しますが、現

基本額を最初の１０万円とする

行の半分程度に減額し、さらに

6 財政難の折、縮小すべきです。松川のマネする必要ない。池田らしさ、良さで移住を進めるべきです。財政支 令和４年度からは年齢制限を設

中古25万円）に削減。

出にブレーキをかけるとき、多額な補助制度はできないはずです。

けるよう検討しています。

移住者への住宅取得に対する補助金は財政再建するまで凍結する。

なお、補助金は減額となります

7 池田町紹介ツアー、お試し住宅の運営は継続する。一時的な補助金でなく住みたくなるような住民サービスを が、空き家バンクの改修補助金
充実させる。

や移住ツアー、移住準備住宅等

移住者です。移住者を金で釣ろうという発想自体がナンセンスです。私たちはお金がもらえるから移住した訳 は継続しソフト面での充実を
ではありません。実際松川村では補助金額は低いが、AERAなどのメディアを活用して上手に促進活動をした

図っていきます。

と聞いています。単純に補助金を減らせばいいという問題ではありません。少ないコストで最大の効果を上げ
る為の施策とワンセットでないと納得できません。行政サービスは落とし、地方交付金の源泉となる人口対策
も放棄しては企業であれば、売り上げを下げて顧客サービスを落とす＝これは「破綻」への道です。町長はど
んなビジョンを持ってこの町を良くしたいと思っているのでしょうか？職員に責任をなすり付けるのではなく
8 トップとしての責任説明を果たしてください。
そもそも町民の声を聞く為の方法が間違っています。町民集会をセレモニーとして開催し、意見を「一部の人
の意見」と捉えている事。町民のほとんどが活用できないWEBベースでの意見徴収をしている事。本当に町民
の意見を聞きたいなら自治会にアンケートを回せばいいです。民間企業で言えば、まずはトップの報酬削減が
最初です。特に交流センターの大幅な予算超過が議会を通っているなら、チェック機能としての議員にも責任
があります。当然副町長、教育長も同様です。その上で真摯に町民の意見を願うべきです。
9 移住定住補助金の廃止又はさらなる大幅削減を検討する。
移住定住補助金の減額について
abnふるさとCM大賞・最優秀賞おめでとうございます。悲願の最優秀賞ですね。財政難とはいえ、covid-19
の影響でワーケーション・地方移住を検討し始めた若い世代は多いと考えます。これからの時代、地方でも仕
事ができるようになるでしょう。したがって、移住定住補助金の減額は今するべきではないと考えます。ま
10 た、教育委員会や学校長、ネクストいけでゅの活動から、保育、学校改革も進められる中、子供のすこやかな
育ちを考えて教育移住を検討する家庭も増えていると感じます。実際私の耳にも、移住を検討されている方も
いらっしゃいます。若い世代が池田町に移住定住していただくと、税収も増えるため、補助金は据え置きにし
たほうが良いと考えます。（他の市町村もかなり力を入れているため、ここで減額は厳しい）
移住定住補助金の減額について
11

長期的に見て、町の収入を増やすためには、観光よりも移住者の転入を積極的に促す方が得策だと考えます。
これから、池田町は公立学校の魅力化を推進することで、他の自治体からも子育て世代が移住してくる可能性
もあります。この部分はおさえず、むしろ据置にしてもよいのではないでしょうか。

出産祝金
R3予算90万円
R2比減45万円

出産祝金３万円から２万
円へ減額

12
13

予算0希望

「出産祝金」は市町村によって

祝い金が欲しくて子供を作るわけじゃないため。子供に直接投資する使い方を検討してほしい。

様々で、池田町より多いところ

削減に反対

や全く支給していないところも

「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。

あります。池田町では出産時だ

出産祝い金について。子供が増える事は財政面でも活気としても町の財産です。安易に削るべきではありませ けでなく「入学祝金」の支給と
ん。
14

合わせて他市町村にも劣らない

子供を安心して産み育てられる町にする事は、町長選挙における町長の公約です。今回選挙では町を活性化す 給付となっています。
る為の重要事項として、「教育・子育て」が初めて争点になり、それについて選挙の時に町長が発言された内
容はYoutubeや新聞記事になっています。それらとの整合性を示して今後のビジョンをお聞かせください。
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意見・回答一覧
意見対象事業

削減内容

福祉医療給付費 高校生までの子どもや障
R3予算5650万円 害者等への医療費助成。
R2比減150万円 子どもの医療費以外の給

回答
福祉医療給付は、県と町が半分
ずつ費用を負担して実施してい
る部分と町が全額負担をしてい

こどもの医療費以外ということは、障がい者等への医療費についての給付を見直すということでしょうか。障 る独自の上乗せ部分がありま
がい者は通院以外にも様々な面で金銭的な補助を必要とし、個人によってそれぞれに必要なものも違います。 す。今回の改定案はあくまでも

得制限を設け、給付基準
を見直し

母子家庭など経済的に余裕のない方に絞れたら良いと思います。

福祉医療給付金について

付に他市町村と同様に所

資料２

意見質問の内容等

質問No

15

R3.2.18-19 町民説明会

16 所得制限という線引きは理にかなっているとは思いません。

町独自で上乗せしている部分
（障がい者分）について所得制
限を行うものです。乳幼児の削
減はしません。

削減に反対

※本人が該当となる場合500万

「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。

以上、扶養者の場合800万以上

17

の収入がある方は対象外となり
ます。

緊急通報システ 一人暮らしの高齢者等が
ム委託料

一人暮らしのお年寄りが多くなる事が予想され緊急の際の連絡ができない事があります。そんな時に、連絡を システム委託自体は継続しま

緊急時に助けを求める際

取れるシステムを整えてもらえればと思います。

R3予算150万円 のシステム委託。
R2比減0万円

個人負担額の増（セコム
1,330円→4千円、ホーム

す。相応の受益者負担をお願い
する改変となります。また、２
コースから３コースとし、実情

18

に合わせたコースを選択できる

ネット安心550円→1千

ようにしました。

円・駆けつけ方式2千円を
新たに追加）
在宅介護者給付 在宅介護をする方への給
金

在宅介護者給付金

世帯年収等でさらに限定し、予算を絞り込む

町単独事業として所得制限の基

19 町の財政難で敬老祭給付金が減額されるのであれば、残された金額の中で、本当に困っている高齢者を対象と 準をもたないため、計画通りと

付金。

R3予算153万円 健康診断書提出加算

した支援金に充てるべき。また、池田町の将来を救う子供たちに多くの支援を行うべきと考える
これからは、在宅介護が多くなると思われます。年間の収入の年金も考慮してもらえればと思います。

R2比減118万円 （3,000円）を廃止。給付
金（3万円）は据え置き

します。

20

はたちの歯科検 20歳の方は転出者も多

妊婦歯科検診への変更検討を取り消し

妊娠期から歯周病予防や虫歯の

支出を減らす努力をしているのに意味がない

治療など口腔ケアに関心を持つ

診

く、町内での受診者が少

R3予算0万円

ないため廃止。妊婦歯科

ことで、乳幼児への口腔感染を

R2比減12万円

検診への変更を検討

防くことにもつながります。ま
21

た大北管内で妊婦歯科検診を実
施していないのは池田町だけで
あり、歯科医師会からも実施の
要望があったため計画通りとし
ます。

長寿祝金
R3予算62万円

88歳1万円→5千円、100
歳2万円（据え置き）

22

長寿祝金の廃止

米寿は人生の大きな節目であ

町長が直接表彰で十分

り、お祝いすることは健康で長

長寿祝金は廃止する。用途を困っている高齢者の支援（独居で低所得で低年金受給者等）と池田町の未来を担 生きしていただくモチベーショ

R2比減58万円
23

う子供たちを支援する費用に転用する

ンにつながるので金額は下がり

町の財政難で敬老祭給付金が減額されるのであれば、残された金額の中で、本当に困っている高齢者を対象と ますが継続します。
した支援金に充てるべき。また、池田町の将来を救う子供たちに多くの支援を行うべきと考える

24 一人暮らしのお年寄りには考慮をお願いします。
やすらぎの郷の お風呂営業日
風呂

曜休み

無休→日

による電気、水

25

お風呂については、利用料金をもう少し上げても良いと思います。その代わりに、営業の削減は避けてほしい 100円値上げは行いますが福祉
と思います。

的利用の観点から日曜日休みは

R3予算1475万円 道、管理料の削減、利用

やすらぎの郷の風呂、日曜定休と値上げについて

行わず、当面は無休とします。

R2比減269万円 料一律100円値上げ

身内にいるのですが、毎日利用している人には本当に困る話だと思います。風呂のない家に住んでいる人もい 【一部復活】
26 ます。週に一度休まれると困るのではないでしょうか。毎日利用している人にとって、100円の値上げは高す
ぎます。1日定休として週に600円、月に2400円も値上げの負担を負わせるのはいかがなものでしょうか。
やすらぎの郷の風呂について
27

利用者です。あの風呂は、様々な人の安否確認の場にもなっている。月曜日から仕事のある人は日曜日の休み
だと、前日にさっぱりしておきたいということができなくて困る。利用料の増額は止むを得ないとしても、
100円もアップするなら無休でお願いしたい。大町市に習ってほしい。

敬老祭交付金

自治会が行う敬老祭事業

敬老祭交付金はゼロにしていただきたい

R3予算150万円 に対する交付金
R2比減150万円 1千円/人→500円/人に削

自治会によって実施形態が多様

高齢者の増加と若い担い手の減少に加え、年々華美になる傾向もあり、敬老祭の開催が自治会役員の大きな負 なため見直しを行います。交付
28 担となっています。また自治会会計からの持ち出しも有り財政面でも負担となっています。コロナの先行きも 金の半額相当額を自治会活動費

減し、自治会活動交付金

見通せない中、交付金がなくなれば敬老祭を開催しない、または大幅に簡素化する千載一遇の機会と考えま

交付金に上乗せし、使途を限定

に統合

す。仕事や家事を抱えながらがんばっている役員さんを助けてください。

せずに活用していただきます。

29

敬老祭交付金の廃止
交付金の使われ方がよくわかない。500円なら自腹をきれば良いのでは。
敬老祭給付金は廃止する。用途を困っている高齢者の支援（独居で低所得で低年金受給者等）と池田町の未来
を担う子供たちを支援する費用に転用する

30

町の財政難で敬老祭給付金が減額されるのであれば、残された金額の中で、本当に困っている高齢者を対象と
した支援金い充てるべき。また、池田町の将来を救う子供たちに多くの支援を行うべきと考える

花の里づくり推 花の苗などを補助
進補助金

予算内での実施

31

補助金の内容を見直し継続実施

町内を車移動中に花の里感が全くしない。中途半端にするくらいならやらないほうが良いと思う。

します。

花の里づくり推進補助金

R3予算29万円
R2比減2万円

花の里づくり推進補助金の廃止

32

県道、まちなか、クラフトパーク周辺に場所を絞って行う。松川村を例に出すと、国道沿い、ちひろ公園沿い
に花を植えたプランターを置いている。(ちひろ公園サポート隊が春に苗植えをし、設置している)普段使う道
路や施設周辺を充実させないと、観光客や地域住民の目にも止まらないと考える。

33

花の苗の値段はもっと削減できると思います。町内の業者さんとの連携で安く購入できればと思います。

-7-

R3.2.18-19 町民説明会

意見・回答一覧
意見対象事業

削減内容

委員会補助金
R3予算150万円

34

R2比減140万円

意見質問の内容等

質問No

ワイン祭り実行 実施内容の見直し

資料２
回答

ワイン祭り事業見直しについて

運営形態を見直し、削減した予

covid19による感染拡大の懸念から、今までのようなやり方では難しいことがわかってきた。事前にオンライ

算の範囲中で実施していきま

ンで申し込み、申込者に池田町産ワインを送る。(飲み比べができるよう数種類セットにするのが望ましい)ワ す。
イン祭り当日はワイン醸造家を招き、 ZOOMなどを繋いで日本全国各地から参加、生産者と消費者を繋ぐこ
とができるようにする。気に入ったワインは後日購入できるシステムを作ることが望ましい。１日限りのお祭
りではなく、持続可能な事業にするべき。
0円にすべき、会費ですべて賄うこと。

35 前町長が飲酒で辞職されたのに節度をわきまえた運営をすること。

事業自体が成人＊愛酒家という特定分野

であり、町の人口に対して還元する費用ではない。
ウオーキング等 実施内容の見直し
事業補助金

参加料等自主財源確保

ウオーキング等事業補助金の廃止

美しい日本の歩きたくなるみち

どういった事業なのかよくわからない。

500選に認定された「安曇野北

R3予算10万円

アルプス展望のみち」を体力に

R2比減27万円

合わせて距離別に景色を楽しみ

36

ながら歩くウオーキングイベン
トです。運営形態を見直し、削
減した予算の範囲中で実施しま
す。

池田町観光協会 人件費の自主財源化

人件費の自主財源化

補助金はほぼ人件費が占めてい

37 予算の1000万円はすべて人件費として使用されているのでしょうか。内訳が知りたいです。内訳を公表したら ます。今後はグッズの開発など

補助金
R3予算1000万円
R2比減35万円

新たな削減アイディアが出てくるかもしれません。

自主財源の確保に努め、更なる

池田町観光協会の会計記録の公開(どこかでみれるならすみません)

予算削減を図っていきます。

38 費用対効果が不明。1000万円も投入する意味があるのかその他、HPもクラシックすぎて古い町のイメージし
かない。
観光協会補助金について
予算をもっと減らすことも可能なのではないか。新しい生活様式となり、県外からの客が来ない、イベントの
39

開催もできないのなら、オンラインでのPR活動が望ましい。マーケティング、広報にもっと積極的になるべ
きである。(昨年ラジオPRも良かったが、知っている人が少なかった。YouTubeチャンネルの開設、広報いけ
だでの周知徹底、移住定住促進係との連携も必須である。)また、観光客のリピーターを増やすことにも着目
すべき。どんなことにも言えるが、経過報告も必須である。

池田町観光推進 プロモーション活動の縮
本部負担金

小

池田町観光推進本部負担金の維持及び増額(注文つき)

広告宣伝費を必要最小限に見直

40 削減も良いが町の歳入を増やす方法を考えてほしい。有能なブレーンを雇うなりしっかり将来に投資してほし しています。

R3予算450万円

い。

R2比減562万円

プロモーション活動の縮小
41

これまでどのようなプロモーション活動をしてきたのか詳しく知りたいです。また行った活動に対して費用対
効果の分析はされているのか。ただ何となくやり続けているのならば、出産祝い金や移住者への補助金の増額
に当てた方が得策だと考えます。

池田ふるさと祭 実施内容の見直し
り事業補助金

池田町ふるさと祭り
42

R3予算130万円
R2比減100万円

43

交流センターとその周辺への会

内容がよくわかっていませんが、コロナ禍での状況を考えると、祭りのあり方や集い方法など開催の仕方に工 場変更を計画しています。開催
夫が必要だとおもいます。実際に集うことをしないのであれば、大幅な予算削減ができる場所なのかな？と思 の状況を充分に見極めながら内
いました。

容を検討し、経費削減に繋げて

0円にすべき

参ります。

ふるさと祭りは街中を主体とする行事で、現在池田町の人口比率の少ない場所の住民をターゲットとした行事
であり特定地域者のみへの還元的意味合いが強い。会染、中鵜地域からの参加人数を加味するとその額は公平
でない。

44 各自治会、企業の協力を考えて頂き、イベントの根本的な見直しをお願いします。
中核農家育成経 中核農家育成経営規模拡
営規模拡大事業 大事業補助金のうち、農
補助金

地流動化促進事業につい

R3予算0万円

て、農地中間管理機構集

R2比減0万円

積協力金（国事業）へ移

第２条２
45

農地流動化促進事業廃止の場合に代わる支援について

事業を廃止することとなる場合、数少ない農業支援策の状況からこれに代わる農業者が元気を出せる新しい施 補助金のうち農地流動化促進事
策についてご検討いただく必要があると考えます。また、本事業との切れ間の生じないような配慮も必要と思 業については、貸し手には農地
われます。

46

中核農家育成経営規模拡大事業

中間管理事業による機構集積協

これからの農業は、地域に合った農業だと思います。若い人たちの考え方の取り入れで町の農業を変えてゆけ 力金（国事業）の制度があるた
ばと思います。

め町単独事業は廃止したいと考

なお、経営規模拡大奨励

第２条２農地流動化促進事業の継続の必要性について

えます。農地の借り手には協力

金交付事業は継続する。

地区の離農農地は60～70代の担い手により対応されてきましたが、高齢化が進み今後の離農対応は間近の課

金が交付されませんが産地交付

行するため廃止。

47 題となっています。当地区は比較的後継者が兼業で支えており、退職後この課題に向き合っていく意欲が沸き 金等を活用し農業経営力の強化
ひいては地域農業の支え手なってもらえるような施策が当地区にかかわらず必要と思われます。現施策はこの を図っていただきたいと考えて
観点から今後さらに大きな役割を果たしていくものと考えます。

います。

農地流動化については、貸し手農家は、廃止しても、受け手農家への補助金は継続
48 担い手農家が減少している。奨励金制度を残し推進するべき。農地の貸し手は、中間管理機構の制度があるの
で廃止でもよい。商工業への補助制度が多いなか、農業者への唯一の町の施策です。
児童生徒奨学補 池田小、会染小、高瀬中

49

削減に反対

本来の補助金の趣旨に原点回帰

「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。

し、町外の養護学校等止むを得

助金

以外の学校に通学してい

R3予算2万円

る児童生徒の保護者に補

所得制限等の制度の見直しは必要かと思うが、こども自身や家族の「学ぶ場所」を選択した結果生まれた損失 ない場合に限り支給します。ご

R2比減18万円

助

の補填に充てるべく、特に福祉の観点に固執することなく個々の選択を出来るだけ尊重した制度として欲し

自分の意志で町外の小中学校に

福祉の観点（不登校の児

い。

通う場合は対象外とします。

童生徒や養護学校通学者

先日「子どもがまんなか教育大綱」町民懇談会に参加したが、その中で甕町長や竹内教育長の言葉も聴き、池

のみを対象）で制度変更

50

田町の未来に向けた展望の光の一つは「教育」にあると強く感じた。「池田学問所」を生んだ町として、こど
もがのびのびと暮らしていけるまちづくりを目指し、町の指針としていくべく合意形成を図って欲しい。その
上で、こどもの「学び」に関する事業に関しては再検討は必要かもしれないが「こどもがまんなかに」尊重す
る町の方針として、出来るだけ残し、伸ばす方向で検討するべきと考える。

51 家庭の状況に応じて助成してもらえればと思います。
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意見・回答一覧
意見対象事業

削減内容

関係）

用費用。

保小中連携の研修会の回数を減、について
52

資料２

意見質問の内容等

質問No

講師謝礼（教育 教育に関する講師招へい

R3.2.18-19 町民説明会

回答
この項目の講師謝礼は対象が就

保小中間の連携が、とれてきてとても良いという話を聞いているので、研修会の回数は減らしてほしくない。 園前の子どもを持つ保護者、小

R3予算80万円

・柳沢運動プログラムを

R2比減47万円

長野県版運動プログラム

では、と思います。

者、教職員、一般と多岐に亘

に変更することによる減

0円で十分

り、保育、教育の質を高めるた

・保小中連携の研修会の

対象が不明であるが、この費用に対する投資効果はあるのか。対象が一般な会費、学校だったら学校(PTA)が め等に不可欠なものです。

回数を減

53

講師を呼ぶなどお金がかかることをしなくても懇談するだけでも良いと思うので回数は減らさないでできるの 中学生、保育園から中学校保護

支払うことであり、町が払うのか疑問? 池田の学校は金の集め方が極めて下手。他行政の状況をよく研究する 特に現在教育委員会で重点的に
べき。

取り組んでいる保小中連携の研

保小中連携の研修について

修会は削減しないこととし、そ

保小中連携の研修は減らすべきではない。そのための講師誘致も行うべきである。小１ギャップ・中１ギャッ れ以外の項目で効率化を図り削
54 プをできる限り少なくするため、できる限り現場の先生方が相互理解をしていただく事に町としてサポートす 減に努めて参ります。
るべきである。町にお勤めされる先生方の知識のアップデート、意識改革、最新の教育・保育のサポートは必
須であると考える。（個人でやらせるわけにはいかない）
講師謝金、保小中の研修会予算カットについて
55

保小中学校合同の研修は、昨年制定した教育大綱の根幹をなす事業の1つであり、予算額そのものというよ
り、この予算が削減項目に上がること自体が問題である。どのように教育環境を整え、子育てにふさわしい町
として、次の時代を見据えて投資していく必要を感じる。
教育員関する講師の招聘費用

56

池田町の教育は、全国でも先駆けて公立学校の魅力化に向けた動きを進めています。必要な研修もそのために
必要な講師の方の招聘も減らすべきではないと考えます。学校改革に現場の教職員の方々の情報収集の機会は
必須です。
保小中連携の講習について
池田町第二次教育大綱に大変魅力を感じています。0歳から15歳までの切れ目のない育ちに最適な環境を整え

57 る為にも、保小中連携に向けた現場の研修への予算削減には反対です。移住先を探すとき、真っ先に気にした
のは子どもの育つ環境と地域の眼差しです。全国でも先進的な教育大綱の実現は、多くの教育移住者を増や
し、財政の改善に繋がると確信しています。
保小中連携の研修会の回数を減
58 保育の質、教育の質の向上のため、将来を担うこども達のために、保小中連携の研修会の回数は減らすべきで
はないと思います。
保小中連携研修会の回数について
59

減らすべきではない。こどもがまんなかを実現するのが望ましい。よって、先生方へのサポート、研修は回数
を減らすどころか増やす事も場合によっては必要になると思います。会染小と会染保育園の統合も検討されて
いるようなので、教育委員会、現場の先生方にはしっかりやっていただきたいです。

入学祝金

祝金額の減

R3予算397万円 円→３万円

小学生５万
中学生３万

入学祝金の廃止

子育て支援策の充実、受益者数

60 お金がないなら配らなくてよいかと。もし、全廃するなら高齢者にかけている予算も同等以上廃止でおねがい 等を勘案し削減を取り止めま

R2比減236万円 円→２万円

します。若しくは希望者にはランドセルや通学バックを無料配布するなどでよいのでは。
61

す。【復活】

削減に反対
「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。
入学祝い金の減額に反対

62

まず未来を担う子供及びその子を養育する子育て家庭に対する予算を削減することに反対します。来年度小学
校入学する学年は、年中の途中まで保育料が無償化されておらず、その上お祝い金がこの学年から減額になる
のは、年少から完全無償化になっている下の学年と比べて不平等のように思います。

63 家庭の状況に応じて助成してもらえればと思います。
64 事業見直しは必要かと思うが、出来るだけ現状額を補償する制度として検討して欲しい。
新入生への熊よ 熊よけ鈴配付等の見直し
け鈴配付等

熊よけ鈴配布について
65

R3予算29万円
R2比減31万円

経済的理由等により就学
対象を「生活保護の対象

熊よけ鈴配布廃止
熊よけ鈴で熊よけができると思えない。
就学困難な家庭への補助の減額が妥当な減額なのかしっかりと該当家庭への聞き取りをお願いしたい。

R3予算596万円 困難な家庭への補助
R2比減41万円

す。(貸し出しで破損があった場合、その家庭で買い取りとする)不安な家庭は自分で購入するよう要請するの
が望ましいです。

66
就学援助費

効果の観点からも、計画通り熊

安曇野市は、学校でいくつか持っており、貸し出し形式である。池田町もそれで良いのではないか。と思いま よけ鈴の配布は中止します。

就学援助は経済的理由によって

実際どのくらいの家庭数でどのくらいの補助をしているのかわからないですが、「子どもがまんなか」となる 就学が困難な児童生徒の保護者
67 よう、丁寧に聞き取りをする必要があるのではと感じる。

となる収入の1.5倍以内→

に対して、学用品、修学旅行
費、給食費などを該当者の申請

1.2倍以内」に変更

に基づき教育委員会が認定し援
削減に反対

助する制度です。認定者の対象

「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。

を「生活保護の対象となる収入

68

の1.5倍未満から1.2倍未満」と
し近隣町村と同レベルに改定す
事業見直しは必要かと思うが、出来るだけ現状額を補償する制度として検討して欲しい。

るものです。

学習支援事業の回数減

内容を充実することによって回

69

学習支援事業

水曜日放課後及び土曜日

R3予算43万円

に行う学習支援事業。

R2比減10万円

水曜日の回数を月４回か
ら３回程度へ減

70 この支援に頼っている子どものことを考えると、そもそもの学校での宿題について、個別最適化や宿題自体出 数の減少をカバーできるように
さないなどの学びのあり方の見直しもセットで行われるべきだと思います。
71 池田の子どもの学力のレベルアップのためにも考えて下さい。
72

てるてる坊主童 てるてる坊主童謡まつり
謡まつり

中止による謝礼、記念品

R3予算22万円

等の削減。代替え案とし

R2比減17万円

て童謡の発表の場を「み

努めます。

削減に反対
「子どもは宝」財政危機のつけを子どもにまわすな！たいした額ではない。
てるてる坊主童謡まつりの廃止

公民館の芸能祭と統合すること

必要性に疑問

によって予算削減を図っていま
す。

73

んなの文化祭芸能発表」
とする
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意見・回答一覧
意見対象事業

削減内容

助金
R3予算0万円

し補助（1講座1千円）
廃止

資料２

意見質問の内容等

質問No

分館成人学級補 分館が行う成人学級に対

R3.2.18-19 町民説明会

行事の内容の吟味を行ったほうが良いと思います。本当に地域のためになる助成金の検討をお願いします。

回答
他の補助金との重複等を鑑み廃
止します。

74

R2比減27万円
大北地区青少年 効果見直し

大会廃止で

子ども達への日本の武道への取り組みを考えて頂き、もっとほかの大会の開催をお願いします。

柔剣弓道大会負 調整

ものの、池田町松川村の競技人
75

担金

中学の授業での取り組みはある
口の減少に伴い開催できない状

R3予算0万円

況です。

R2比減10万円
山雅ホームタウ 講師謝礼、街なかフラッ
ン事業

グ購入等の削減

R3予算26万円

76

山雅ホームタウン事業事業の廃止

池田町はホームタウンです。最

松本山雅は、松本市がホームタウンであり、池田町は関係なし。その分、こどものスポーツ振興にあてる

小限の事業展開として継続しま
す。

R2比減17万円
書籍購入費（町 購入額の見直し
図書館）

77

R3予算360万円

書籍購入費は削減しない。

交流センターでの開館に伴い一

立派ないれものにあった中身にしたい。むしろ増額したい。せめて町民一人あたり500円、500万円くらいに

時的に増額しましたが、通常の

したいものです。

額に戻しました。

1/10にすべき

会員数は増えており（現在270

R2比減59万円
総合型地域ス

各種スポーツ教室を行う

ポーツクラブ補 総合型スポーツクラブへ
助金

の補助。補助金額の見直

78

R3予算350万円 し
R2比減5万円
その他

79
説明会・パブコメのあり

これは特定の人のために使われる費用であり、その対象者も町民の数%に満たない対象者に限定しており誠に 人）、地区の健康教室も年々拡
不公平。この費用を注入することで町にとって何らかのメリットがあるのか算定したことがあるのか? これ

充しています。スポーツを通し

は納税者に対する還元ではなく、極一部の住民に対する利益供与に過ぎない。

て町民の健康維持に寄与してい

町の人たちの健康のためによく吟味していただきたいと思います。

ますので計画どおりとします。

基本的な考え方を示さずいきなり個別項目の削減案をぶつけてコメントを求めるのは姑息で卑怯なやり方で パブリックコメントを行った主

方

す。

旨は、説明会に参加出来なかっ

削減、廃止理由に「該当がない、対象が少ないのでから」とあるがそんなことは行政が日常的に業務の中心 た方や説明会に参加したが発言
に据えて管理すべきことでこの重大時に項目を挙げて議論の対象にする感覚がずれている。

80

できなかった方の意見等を吸い

大型事業を思い切って凍結、廃止すべき徹底した議論が不足している。

上げることにあります。削減案

何処まで行っても「戦略」の不在を「小手先の戦術」で覆い隠す姿しか見えてこない。

を提示するにあたり、その基本

個別の項目は利害関係者も分散して案を修正させる世論になり難い点を狙って「意見は聞いた」として聞き 方針等を示す部分において説明
流す姿勢が明らかである。

が不足していたことについては

財源を振り替えたり予算規模を縮小したりは実態を熟知した役場の仕事で知恵を絞り切ったものとして出す お詫びいたしますが、具体的削
べきでこの案は殆ど「やっつけの数字合わせ」にしか見えない。

減項目については受益者に少な

各課は業務の遂行責任で精一杯の要求をしている筈でそれを町民視点で「総合調整」するトップマネジメン からずとも影響がでることか
トが全く機能していない。責任の99％は理事者にある。

ら、その意見を伺いたく意見募

意見記入が52項目を前提としたこの書式を採用していること自体がおかしい！もっと幅広く、固定経費の削 集の項目を絞らさせていただき
81 減につながるような意見を募集する姿勢こそが、いま、町に求められているのはわかっているはずなのに。

ました。
予算編成期であったので総論で

このようなパブリックコメントのやり方には賛同できません。

の意見募集とせず住民生活に直

町民説明会では、細目についての意見はほとんど出されず、むしろ根本的な財政再建の方策についての意見が 接関わりがある具体案について
82 圧倒的でした。それも当然で、細目よりもむしろ基本的な考え方に問題があったからです。

伺ってありますことをご理解く

財政再建の「基本方針」で「防災・福祉の部分は極力削減を避ける」としながら、このような設問の仕方をす ださい。また、人件費も令和2
るのは理解できません。

年度から全国一斉に従来の「臨

行政手続法によるパブリックコメントは、
①行政が意見を求めるにあたっては、関連する資料をあらかじめ公示すること。

時職員」が「会計年度任用職
員」に制度改正され、これまで

②意見提出期間を定め（公示の日から起算して30日以上）広く一般の意見を求めなければならない。

の日額制から月給制になり、か
83 と定められている。今回公示された資料は11月の町民説明会で配布された資料であり、説明会でどのような意 つ手当も付与されるため、金額
見が出されそれについての町の考え、見解が公表されず意味のない資料といわざるを得ない。
が上昇しております。正職員は
期間についてはかろうじて30日は確保しているが、年末年始を挟んでおり、疑問点を役場に問い合わせも出 当面の間退職者の補充は行わ
来ないなど、十分考慮したとは言い難い。
ず、削減を図ります。
今回のパブリックコメントの町民への意見募集の方法が本来のパブリックコメントの目的に合致しているとは
思えません。
抜本的な財政再建案や中長期的な町政運営の方針や将来展望を提示して、町民に問うのが筋です。
役場内の庁内予算査定の様なやり方を町民に求めてどうするのでしょうか、理解に苦しみます。
町民説明会で町の説明は削減案の細目への説明に終始しました。しかし多くの町民の意見は
①このような財政危機を招いた原因は何か、責任はどこにあるのか。
②令和3年度予算のための予算削減案ではなく、根本的な財政再建策を求めていました。
84 ③さらに、説明会での資料は一般の町民には難しく、もっとかみ砕いたわかりやすい説明をしないと、この場
限りでの説明で理解することには無理がある。
④財政シミュレーションでは経常経費の人件費が増加している。
⑤また、長期的に数字目標を立て、それを達成するための取り組みを官民一体となって行動する必要がある。
等が述べられていました。
今回の【パブリックコメント】財政状況改善に向けた予算削減案は町民説明会資料の「Ｒ３歳出削減案」をそ
のまま書き写しただけの物です。町民説明会で町民が述べた意見はどこにも反映されていません。行政の政策
に対し、町民の信頼や賛同を得られるものになっていません。
財政に限らず、町の政策に対して、どんな状況の人も取り残すことなく、町民一人一人の意見がより多く反映
出来るような仕組みを作る努力をして欲しい。
今回の財政危機に際してのべ二日間行われた説明会の両日参加したが、現状の危機に至る分析や責任の認識、
今後の方針や具体案等、いずれも町民に対する説明としては不十分だった。町民の意見を取り入れるための手
85

段として提示された今回のこのパブリックコメントにしても、非常に使い辛く、募集やアクセスの方法の周知
も町全体に行きわたってるとは言えず、一部の関心をもつ人間の努力によってしか意見が出されないのではな
いかと懸念している。町の方針を示し町民に問い、さらに町民の意見に寄り添い修正していき、町としての
「合意」を形成するためにインターネットや公共施設を利用した周知・意見集約だけでは不十分。時間はかか
るかもしれないが、地区・地域ごとに丁寧に説明や意見を集める方法を模索することが、本当の意味で池田町
のよりより未来につながるものと考える。
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意見・回答一覧
意見対象事業
その他

削減内容

意見質問の内容等

質問No

理事者人件費

R3.2.18-19 町民説明会

管理職報酬カットについて

資料２
回答

町長、副町長、教育長は担当す

議会のやり取りから→議員に対し町長の対応があまりにもひどすぎる。全てにおいて勉強不足である。まちづ る業務は異なりますが三役とい
くり懇談会を開催してきたが、何のためだったのか。財政が逼迫していることは選挙の時にもわかっていたは う町の最高責任者の立場である
86

ず。町長の責任は重い。したがって、町長の報酬カットは必須である（30％）教育長は池田町にきて2年であ ことから三者が責任をとること
り任期は後1年である。今までも、全国各地を飛び回り、COVID19の流行後も殆ど休みなしで、池田町のため は当然と考えます。削減額につ
に奔走してきたと考える。令和７年度までの報酬カットとなると、その後もし教育長になった方はどうなるの いてはその責任の重大さを考慮
か。今後そんな町で教育長を務めたいだろうか。したがって教育長の報酬カットはすべきではないと考える。 し現在再考しています。また一
般職の給与カットについても
特別職の予算カットについて

様々なご意見があるかと思いま

今回の財政難による予算削減で、特別職である町長、副町長、教育長の基本給カットという内容が報道された すが、モチベーション低下より
87 が、教育長は平成31年からその役職について県内の教育分野をリードし、新しい池田町の在り方を示唆す活

も今後の資質向上に主眼を置

躍をしており、一律カットの対象とすることは長い目で見た池田町の発展を妨げるのではないかと危惧してい き、給与カットは行いません。
る。
教育長の報酬カットについて
竹内教育長も含めた報酬カットの件ですが、交流センターや体育館の改修工事などの大型事業について、竹内
さんはもともとあったプロジェクトを引き継いだに過ぎず、その責を負う対象とすることには疑問を感じま
88

す。議会を拝見し、主に情報共有などの点で、むしろ甕さんの町長としてのあり方の方が大変深刻だと思いま
すので、甕町長の減収率を増やすべきではないでしょうか。竹内教育長は、町内の保小中の改革に積極的に取
り組み、様々な場面で結果も出始めており、本来ならば報酬アップの方向で検討がなされるべきところです。
財政難のなか、アップが難しいのであれば、ベース維持は当然で、減額などはもってのほかだと考えます。
三役の報酬カットについて
町の財政に関し直接的責務のある町長と、他の役職の方が一律の報酬カットというのに違和感を感じました。

89 特に教育行政に関し、子どもたちをまんなかに、一人一人に寄り添う教育環境作りに町の内外関係なく尽力さ
れてる教育長の活動に大変感銘を受けています。役職で一律ではなく、その実務の内容で精査してほしいで
す。
福祉や教育分野の削減について
福祉や教育分野については財政削減しない方向での見直しを求める。町長の責任は大きいと思う。自分は１
90 ０％カットで済まして、福祉や教育分野に負荷を負わせることは違和感しか感じない。三役でも、教育長は来
たばかりで、大型事業も引き継いだだけなので、同じ目線で減額対象にする必要はないのではないか。
人件費について
議会などから報酬カットを望む声があるが、やみくもにカットしていては今後の活動(精力的な活動：静→動)
91

に影響が出るのが目に見える。町長を選んだのも町民であることから、一概に全て町長の責任であるとも言い
難い。(財政が厳しいと選挙前・まちづくり懇談会などでも聞いていたので、責任が全くないとは言えない
が。)オーガニックタウン、教育の町にするのなら、ある程度の報酬は必要である。議員の言う管理職10～
50%カットは現実的ではない。持続できる数値にすべき。

その他

削減案

福祉基金の繰入を中止し、新型コロナ感染症対策並びに緊急災害対応の財源とする。
92

93

令和3年度当初予算は繰入せず
編成できる予定となりました。

町保育園の民営化。子どもの保育のレベルの向上、サービスの向上により働く人たちの意欲の向上につながる 参考にさせていただきます。
と思います。
「防災や福祉等の町民生活に係る」細々とした削減案の積み重ねで無く、美術館・ガラス温室の休館閉鎖を検 美術館は来年度中に方向性を決

94 討する。

定し、ガラス温室整備は改修工
事を中断しています。

経常経費に占める人件費の増加を抑える。

退職職員の補充をしないことに

95

より経費を抑えていきます。
報酬カットについて

参考にさせていただきます。

96 保育園無償化に伴い、保育園の先生方も報酬は大丈夫だろうか心配である。質のよい保育のため、そのあたり
もきちんとしてほしい。特に教育に関しては教育長、学校長と連携していくべきである。
随意契約はこれからなしね。池田町内の業者に限らず安くできるならどこでもいいのよ。ただし安くできるノ 契約方法は一般競争入札、指名
ウハウを習得することだよね。

競争入札、随意契約の3つがあ

97 それと新しいことを取り入れようとしない役場内の老害を処分しましょう。といってもクビにはできないか
ら、粗大ごみの収集が年2回しかないからそいつらにやらせればいい。

りますが、案件ごと最適な選定
方法となるよう十分精査してい
きます。

美術館・ガラス温室のＲ３年度からの数年間の閉鎖、移住定住補助金の昨年前半以前の水準への引き下げを行 美術館は来年度中に方向性を決

98

えば、年間5,000万円ほどの財源を確保できます。また、特別職の歳費削減、課の統合を行い、課長職を減ら

定する予定です。移住定住補助

したり欠員不補充などをしたりすれば、さらに財源を増やすことができます。

金は人口増の要の施策となりま

むしろ、そうした財政再建の骨組みを示すことこそが、現在の池田町に求められる対策であり、町民への説明 すので計画通りの削減額で実施
ではないのでしょうか。

します。組織改革等については

思い切った決断こそが必要であり、細々した削減は基本的に不要です。

行政改革推進委員会で検討して

また、福祉基金からの繰入も不要となります。これらは新型コロナ感染症対策はじめ、福祉関係の非常時に備 いただく予定です。
えて確保しておくべき財源です。
町立美術館の一時休館、直ぐにシダックスと契約短縮に関する交渉を開始し、高額な違約金を払ってでも再来 令和４年度までの契約は履行し
年度から当分休館とする。

ます。契約満了後にどうするか
は令和３年度中に方針を決めま

99

すが、美術館は芸術文化の殿堂
でもあるので慎重な対応が求め
られています。

100
101

報酬審議会をすぐに招集し、厳しい減額等の諮問。

理事者の報酬削減については方
針決定済みです。

すべての団体補助金の厳選

補助金の状況に応じ既に削減を
計画に盛り込んでいます。
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意見・回答一覧
意見対象事業

削減内容

R3.2.18-19 町民説明会

意見質問の内容等

質問No

町議会議員の定数削減と政務調査費用の付与

104
105
その他

要望

回答
定数については議会改革特別委
員会で検討中であり、行革推進

102

103

資料２

委員会にも諮問する予定です。
インフルエンザ予防接種系の補助金の廃止

コロナ禍でもあり福祉の観点か

3000円くらいなら自費で十分だと思う。

ら廃止しません。

池田町の予算と財政状況につきましては、各課長、池田町議会にも責任があると思います。課長級の賃金の削 議員報酬削減につきましては現
減、議員報酬の削減を考えて頂きたいと思います。

在検討中です。

「松本山雅」につきましてはまちへの経済効果があまりないと思います。

子供たちの無料観戦ツアー等メ
リットもあります。

106 パブリックコメントの意見を公表し、再度町民説明会を開催すること。

池田町の今後については財政シ

107 Ｒ３年度予算編成は、暫定予算を組み町民の意見を聞き、検討を続けること。

ミュレーションや総合計画の中

108 行財政検討委員会を町民と共に立ち上げること。

で示していきたいと思います。

109

町の将来の構想について、中学生から青年の人達の意見の場（討論、構想その他）についての話し合いの場を また、令和3年度に行政改革推
企画したらと思います。

進委員会を開催し、各種行政改

110 抜本的な財政再建案を数値と時系列で町民に示す。
111

革を進めていく予定ですので頂

池田町の人口減少を前提とした、10年20年先の持続可能な池田町の姿の長期展望を町民に示し、財政再建へ

いたご意見はその参考にさせて

の協力と理解を求める。

いただきます。

「財政説明会」で出された案件で約束した回答がまだ実行されていない。町民の質問や意見に誠実に答えてほ
112

しい。池田町の将来を考え発言された皆さんの思いを受け止めて町の方向性を出して欲しい。ただ単に「説明
会」を開きましたというアリバイ作りに終わらせるのではこの難局はのりこえられない。町民の知恵を取り入
れ、町長のリーダーシップ、職員の協力で頑張っていきましょう。

その他

その他

113

Ｒ３～Ｒ４の普通建設事業費のシミュレーションを添付しているが、削減後の計算も出来ず何のためにこの事 財政力に見合った投資事業と
業費のみ資料としたのか理解できない。

し、借金返済については令和４

Ｒ２～Ｒ７年財政シミュレーション（決算見込み）は数字合わせであり、中長期的な基本方針が無く、歳出総 年度に減債基金を使い、繰上償
114 額の97％が経常経費に充てられ、町民の要望に応えるための投資的経費はわずか３％の予定である。これでは 還を行い実質公債費比率の抑制
町は何もしないと宣言しているに等しい。
115

を図ります。

基金残高の推移では、財政調整基金は３億円程度を目標に掲げるが、一方で減債基金・福祉基金を０円にする 行政改革推進委員会など外部の
など、バランスの取れない説明ができない内容となっている。

皆さんからお力を借りて、健全

町債・借金については、広報11月号で残高は97億7,696万円で町民一人当たり100万円と記載。町債発行は7億 な財政を目指していきたいと思
8,550万円とさらに借金を増やし、返済の公債費は5億8,063万円、2億円の借金増となっている。
116 借金返済のための減債基金はＲ４年には使い果たしてしまい、実質公債費比率はＲ７年には16.4％と見込んで
いる。これは財政再建団体の赤信号が灯る方針といわざるを得ない。
借金返済に対する計画が全く見えない。
日常のお仕事ご苦労様です。
とはいえ今回の事態は行政の怠慢と言わざるを得ません。過去を反省し新たな決意で町政執行に臨まれる事を
強く期待します。
さて、今回の意見募集の内容については、疑問を感じます。募集対象を町民生活に直接影響するものと限定し
た点です。
町民説明会の際もＲ２～Ｒ７の財政シミュレーションについては、削減内容の説明は深くなされませんでし
117 た。
総額7億3千万の削減計画からしても意見募集の対象とされた７千万は10分の１に過ぎません。本来であれば行
政努力で改善すべき策をまず示したうえでその不足分を町民にお願いするのが筋ではないでしょうか。因みに
52項目については従来からの町民要求や行政努力によって積み重ねてきたもので、若干の項目を除き町の将来
設計にも多大な影響を及ぼすと考えられ、積極的には賛成できません。マスコミ報道で、美術館売却方針など
と伝え聞きます。それらの案があるならそれこそ具体的に町民に問うべきと考えます。次回町民説明会を期待
しています。
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います。

