令和３年度 まちづくり懇談会 記録

1.令和4年度当初予算編成方針に対する主な質問・意見・要望
質問・意見・要望
回答
当初予算が決まる大事な時期に教育長が不在 人口減少、少子化の点からも教育環境を整える
となるが、教育予算ついてきちんと確保していた ことは非常に大事だと考えています。
だけるのか、明言してほしい。
教育予算については副町長が担当し、教育長
不在だからと言って予算を削減するというような
考えはありません。
財政改善について、過去に行われてきた答申の 今回の答申では人件費の削減があげられてお
徹底がされなかった結果が今日の状況であると り、そのために職員数の削減を、さまざまな改革
思う。行政の体制改善も含めた上で、どう取り組 を加えながら取り組んでまいります。
んでいくのか町長の決意を伺いたい。
現時点で方針に書かれている「廃止すべき施
設」にはどのようなものがあるのか。

廃止する具体的な施設は、行財政改革推進委
員会の答申を受けて検討していきますが、現在
使用されていない池田北保育園などは廃止の
方向性で考えています。

人件費削減について、やむを得ないところはあ 住民サービスがおろそかにならないよう注意し
ると思うが、職員を減らすなどで土台を崩し過ぎ つつ、人件費の削減に取り組んでまいります。
ることのないように要望したい。
２月の財政状況説明会の際、職員の給与等の
減額は行わない、と明言されていたと思う。今回
の答申を尊重するということで、給与等の減額を
行うように聞こえるが、どう考えているのか。

今回の財政状況について、職員は責任を負う立
場ではないため、ペナルティ的な給与減額を行
う考えはありません。
職員の責任の追及については、今回諮問をして
いない部分となります。

経常経費を削減し、経常収支比率を改善し財政 答申を受け、具体的にどう財政を運営するか、こ
の立直しをしてほしい。町長が職員の一歩前に れから検討してまいります。
立ち、財政運営にあたってほしい。【要望】
ゼロカーボンについて、町として何を行うのか考 町としては太陽光発電への補助金の増枠を考
えを聞きたい。
えています。
オーガニック、有機農業について、どのような構 現在8組がオーガニック農業の名簿に登録済み
想があるかお聞きしたい。
です。また自然農法国際研究センターの協力の
もと、試験ほ場を開始しており、池田町にあった
オーガニック農業を検討してまいります。
オーガニックを推進するにあたり、JAとの話し合 まだ正式な打ち合わせの場は設けられていませ
いを持ったことはあるか。
んが、協力していただけると聞いています。
少子化対策について、具体的に何に取り組んで 子育てに関する経済的な支援として、出産祝
いるのか。
金、入学祝金、高校生以下の医療費無料、給食
費の補助等を行っています。
県内外から移住してきやすい町にするための具 住む場所、空き家の活用などを考えてまいりま
体案はあるか。
す。また、教育行政の魅力も移住のポイントにな
るかと考えています。
少子化対策について、経済的な支援だけでなく
別の方策も探っていただきたい。町が存続でき
るよう、早めに手を打っていただきたい。【要望】
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2.財政シミュレーションに対する主な質問・意見・要望
質問・意見・要望
回答
これから人口減少により税収が減り、公共施設 私としては危機的状況は脱したと考えていま
整備には多額の費用が掛かってくる。そうした財 す。しかし経常収支比率が高いということは事実
政状況を町長はどう認識しているのか。
ですので、大きな課題であると考えています。
職員の減給について、諮問していないという発
言は間違っている。
また、懲罰だからできない、というのは私たちの
答申の本質ではない。住民に奉仕する立場であ
る行政職員として、どういう責任があるかを問う
たものであり、一つのけじめとしてやるべきだと
提言している。

職員の責任問題については諮問をしておらず、
職員給与の減給は考えておりません。
人件費の削減は、早期退職制度の充実、課・係
の統合、新規採用の抑制などにより行ってまい
ります。

財政状況がひっ迫する前に、行政職員は気付け
なかったのか。財政運営に対する意識の低さを
感じる。職員含め、目標管理に対する意識を変
えてほしい。

答申を受け、人員削減に厳しく取り組んでいきま
す。職員にとって非常にプレッシャーになると考
えており、これにより職員が住民サービスを維持
するために工夫して取り組むよう、意識の改善を
図って参ります。
一過的な給料の削減は、モチベーションを下げ
るのみで、それ以上に成果が上がるとは考えて
いません。

3.会染西部地区ほ場整備創設非農用地の活用に対する主な質問・意見・要望
質問・意見・要望
回答
非農用地の活用事業について、何を目的として これからご意見を踏まえて計画を考えてまいり
やるのか分からない。中途半端な施設でなく、使 ます。
い勝手のいい施設を作ってもらいたい。
非農用地の整備計画について、財政状況を考
えて一度白紙に戻して再検討すべきである。
現在の計画で整備した場合の、ランニングコスト
はどのくらいになる想定なのか。

今回の整備内容はたたき台として示しておりま
すので、これからご意見を伺っていきます。
維持費については施設内容が決定していないた
め未定ですが、クラフトパークの管理費用を参
考とすれば、年間約500万円ほどと想定します。

現在の町の財政状況で、非農用地の整備を行
わなくてはならないのか。

会染西部ほ場整備事業に紐づいた非農用地で
あり、圃場整備事業完了後、速やかな整備実施
をしなくてはならないため、現時点で計画の検討
に入っているところです。内容については皆さま
からのご意見を大いに参考にさせていただきま
す。

非農用地の整備について、国との約束に、金額 金額の決まりはありません。
的な決まりはあるのか。
安く抑え過ぎて使われない施設とならないよう、
ある程度の費用を掛けながら、有効利用される
施設を検討して参ります。
さまざまな整備事業などについては、あるもので 非農用地については、ほ場整備が終わり次第速
我慢するなど、住民と手を取り合って慎重に進 やかに整備しなくてはならないものであるため、
めてほしい。【要望】
放置しておくわけにもいかないということにご理
解ください。
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質問・意見・要望
回答
現在町に運動場が5つあるが、少子化が進む
非農用地の整備について、今後皆さまから大い
中、さらに新しい運動公園が必要なのか。池田 にご意見をいただき、検討してまいります。
の財政規模にあった、他の考えも検討していた
だきたい。
非農用地整備の事業費6億4700万円のうち、町 非農用地整備について、シミュレーションでは町
費はどのくらいで、補助はどのくらいなのか。
費となっていますが、計画にあわせ活用できる
事業を検討してまいります。
非農用地には、必ず何かを作らなくてはいけな
いのか。

ほ場整備事業に合わせて創設されるもので、農
地を農地以外に利用する計画のため、何もつく
らないで放置することはできません。

非農用地整備の事業はいつから始まる予定な
のか。

ほ場整備事業が終わった後に、非農用地の整
備を始めます。換地作業や測量等さまざまな工
程を経て、整備工事は令和9年以降開始となる
見込みです。

補助金がないということであれば、空き地として 補助金としての期限はないが、ほ場整備事業と
置いておくことはできないのか。
関連づいた整備のため、速やかに行う必要があ
ります。
非農用地の場所は、ハザードマップ上で洪水の 詳細は決定していませんが、何かしらの対策を
際水没するエリアとなっていたかと思うが、その とった計画を検討したいと考えております。
対策はとっているか。
昭和堰の西側部分について、行政区域が松川 整備後の面積が変わらないよう、松川村と協議
村になっているかと思うが、そのマッチングはど をしています。
うなっているのか。
多目的広場の、管理棟の設置や監視カメラの設 常駐の管理人を置く想定はしていません。施設
置など、セキュリティ面についてどう考えている によっては事前予約制とする予定です。
か。
多目的広場のランニングコストについて、町費で 基本的に一般財源での対応となります。
すべて負担するのか、なにかしらの補助を受け
る予定なのか。
非農用地の整備について、町内に複数グラウン
ド施設があるなかで、今回作るグラウンドが本当
に必要なのか。高瀬川河川敷を整備すれば良
いグラウンドができるのではないか。

河川敷内にある広場には、固定物の設置ができ
ない決まりがあり、トイレや街路灯の設置ができ
ません。そのため使い勝手のいいグラウンドを
非農用地部分に作ろうといった経過がございま
す。
現時点では一つの案ですので、今後皆さまから
ご意見を伺い、更に検討してまいります。

非農用地は宅地にすることはできないか。人が ほ場整備事業のなかで、公共性の高い施設で
増えるようなことに使っていただきたい。
認可を受けた事業であり、多目的広場という形
で計画をしたところです。
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4.その他行政全般に対する主な質問・意見・要望
質問・意見・要望
回答
教育長人事について、３か月の空白が生じる異 ４月１日採用とすることで、幅広い人材の検討が
常な人事であると思えるが、町長はどう考えてい 可能となるため、時期を決定しました。３か月の
るのか。
空白期間については問題ないと考えています。
教育長人事について、議論する場を設けてほし 人事は議論をして決定するものではないと考え
かった。
ています。教育長人事は、町民の様々なご意見
を総合的に見て、町長として判断しました。
かえで広場への遊具設置にあたり、ニーズや今 この夏、町内保育園児、小中学生を始め一般の
後のメンテナンス費用等の調査はしているの
方からかえで広場に対するアイデアを募集した
か。
ところです。いただいたアイデアを活かし、最終
的に複数案の中から、町民のみなさんに選んで
いただく方法で複合遊具を決めていきたいと考
えています。
特定外来植物など有害な植物を増やさないため 外来種の駆除については、広報等での呼びか
に、ガイドラインを定めていただきたい。
けを行っており、引き続き行います。
ガイドライン作成については、検討します。
花とハーブの里づくりをぜひ推進してもらいた
い。今後どちらに意見等を上げれば良いか。

産業振興課花とハーブの里推進係にご連絡くだ
さい。

教育大綱を進めていくにあたり、人事が決まる
経過等説明が不足していると思う。お互いに学
び育つために、いろいろなことを明らかにしてほ
しい。【要望】
教育分野について、SNS等で積極的に発信し
教育の魅力が移住に結びつくことは大いにあり
て、外の人に興味を持ってもらえるようにしてほ 得ることです。教育関係に限らず、情報発信に
しい。町長はそうした情報発信についてどう考え は今まで以上に取り組んでまいります。
ているか。
クラフトパークの周りの道で、樹木が伸びて通行 樹木が張り出している連絡があれば、公園管理
の妨げになっているので対処してほしい。
担当者が対応していますが、今回ご指摘をいた
だいた場所は、直ちに確認し除伐対応します。
道路にかかった樹木の整備にあたり、道路の通 町に通行止めの申請書を提出して許可を受け
行止めに協力していただけるのか。
れば、通行止めが可能です。
樹木が倒れて緊急車両の妨げになるなどの事
案が発生している。道路をつくる場合は計画段
階で周辺樹木の伐採を行うなど先進的な対策は
できないか。

森林整備がなかなか進まないことによって生じ
る倒木、通行止めは県、町も苦慮しているところ
です。町としては、支障が生じている箇所につい
ては都度対応をしてまいります。

教育行政を線として見てきた一町民として、教育 人事については、町民に対し説明しないことが
長人事について釈然としない。町長はどうとらえ 一般的です。町民の皆さんのさまざまな意見を
ているのか。
受け、町長として総合的に判断をしました。
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質問・意見・要望
回答
教育長にとって、教育大綱の土台とはどこまで 教育大綱の基本理念が先生方に浸透して、そ
を予定していたのか。これまでの手ごたえと、こ れが一つの土台となっていると感じています。
れからどうしていく予定だったのか。
次の教育長になった後も、大綱の理念が伝わり
豊かな池田町の人を支える柱になってもらいた
い。
今回の人事について、教育長の気持ちを聞かせ 今回の人事について、私から申し上げることは
てほしい。
特にありません。
池田町で教育長として招いていただいたことに
ついて、町長には感謝しております。3年間とい
う期間でしたが大変貴重な経験をさせていただ
きました。
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