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平成 30 年度施策評価会議（平成 30 年度評価）記録 

平成 30 年 11 月 26 日（月） 8 時 45 分～17 時 15 分 

11 月 27 日（火）13 時 00 分～17 時 00 分 

於：中会議室 

A-1人口減少・少子高齢化時代における、持続可能なまちづくり 

 

壬生町長）基本的なスタンスとして、具体項目の熱中小学校、かわまちはここの評価でいいのか。

それぞれの A-2 などに行くような形になっていかないとおかしいのでは。横軸が縦軸に入ってし

まっており、評価が難しいが、総合計画と総合戦略との関係性をまとめ、次期総合戦略の改定に

合わせて総合計画の見直しが必要ではないか。全体のまちプラの中で個別計画をどう反映してい

くのかの整理が重要。 

本島総務課長）この施策自体は総合戦略そのものをマネジメントする。総合戦略別計画ではなく

まちづくりプランの一部であるという位置付け。そのためにこの施策がある。 

壬生町長）課としての総合計画・総合戦略の統合に対する考えは。 

本島総務課長）今の状態がベストではない。同じようにまちづくりを進める計画であり、まちづ

くりプランの中の特化した部分との位置付け。先に総合戦略だけの見直しがかかり、今のまちづ

くりプランを引っ張るようであれば良いが、おそらく社会の変化を踏まえ、まちプラで想定して

いない取組みまで入る可能性がある。一方で、まちプラ後期計画２年目のためその整合をどうと

るかが課題。まちプラを前倒しして進める方向で調整している。明確な方向付けはできていない。 

壬生町長）三好市の総合計画には総合戦略が含まれている。どこかのタイミングできちんと見直

し、統一化をする必要がある。 

本島総務課長）２つの似たような計画をマネジメントすることは事務的にも改善が必要。経営方

針会議までには方向性を出したい。 

中塚産業課長）今やっている総合戦略を見直して、全部事業や施策のパッケージが読み込めるは

ず。はまらないものは両方に組み込んで、その中の少子高齢化・持続可能なまちづくり事業分だ

け色づけしてわかるようにしていく方法もある。環境分野でもよくある手法。 

壬生町長）基本的には総合計画の見直しの中で総合戦略をどう落とし込むかを考えていくことが

ベース。様々な計画もまちプラとの整合性を合わせて見直すことも必要。 

本島総務課長）総合戦略は他の個別計画とはニュアンスが違う。その整理が必要。まちプラの枠

組みの見直しもしたいが、その前に総合戦略の見直しのタイミングがきてしまう。それを達成す

るには前倒しする方法もあるが物理的に今のタイミングから総合計画の見直しまでかけて平成３

２年度計画としてスタートできるかどうか。あるいはまちプラを総合戦略の期間に合わせてのば

していくか。そうすると体系が変えられないので枠組みの見直しをかけて議決。第６次だけれど

も政策施策体系を変更して議会の議決をもらうのが良いのか。そもそも総合戦略の考え方として

枠組みを変えているのだから次の計画だろうということもある。 

壬生町長）議会の議決案件は基本構想であって計画の詳細ではない。あくまでも構想の中に施策
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の体系図を含めなければいい。そうすれば動かすことはできる。今までは施策の体系図までを基

本構想にして議決を受けているので体系が動かせなくなっている。総務課で話し合うこと。 

 

小平議員）みんなで動かす政策なので、町民の参画のために情報共有を。計画の中間でパブコメ

を取るなど町民の意見反映をしながら進めてほしい。実施ありきにならないようにリスクの予想

をして場合によっては勇気ある変更も含めて検討を。 

三浦議員）転出減少に向けては地域人教育の実践が重要。郷土愛を育むということを子どものう

ちから育てていくことを糸口として。 

林議員）施策の目的が人口減少・少子高齢化の課題に挑むであり、その手段として若手３プロジ

ェクト、熱中小学校、女性活躍支援とある。これをやれば人口減少が止まるのか。これだけだと

人口減少少子高齢化の課題がわからない。交流・関係人口増の先には何を目標にするのかを話し

合われる場所ではないか。 

壬生町長）この政策そのものは総合戦略につながっているので、政策として一つ成り立つもので

はない。各部門にぶら下がっているものを人口減少に取り組まなければと始まった。調整がうま

くしづらい施策ではある。 

 

A-2 参画と協働による、まちづくり 

 

青山健康福祉課課長補佐）地域自治組織の見直しはどのくらいまでを想定しているか。教委の分

館事業、福祉面等も含めるのか。 

多田井企画振興係長）自治組織からの脱退要因の一つに組合人数少ないところに町や区等からい

ろいろな役がまわってくることがある。全庁的に自治組織にとどまっていただける役の数や必要

性等について下半期で整理・改善を行いたい。 

青山健康福祉課課長補佐）安協、消防団も含めて検討を。町民の皆さんの負担を減らすことを考

えて欲しい。未加入者の気持ちを考え、仕組みの見直しが必要かと。 

多田井企画振興係長）それぞれの団体の今までの経緯もあるため、急にとはいかないかもしれな

いが全課に渡る検討を依頼していく。必ずしも負担軽減することだけがいいのかというところも

あり、組織ごとに継続している意義があるので総合的に勘案し検討したい。 

本島総務課長）負担を減らすという議論は役をなくすことになっていく。必要かどうかを検討し、

本当に必要なものは残しながら、あり方を見直していく。役をなくすというだけではなく、時代

に合った見直しのもと各役を整理することが第一。 

多田井企画振興係長）河川清掃、ごみゼロも含めて検討していきたい。 

青山健康福祉課課長補佐）可能であれば各地区の役員に対する意見を多く聞くので、地区内の役

割まで踏み込んで見直しを。 

壬生町長）町からお願いしている例えば本館部員が必要なのかを今まで話し合いがされていない。

今でも必要かどうかを押さえたうえで判断を。地区から相談があればだが、地区内の組織に積極

的に町が関わるのは意味が違う。地域が担えなくなったところをだれが担うのかという視点をも
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っていかないといけない。地域にこの活動が大切なことなのかどうかを学ぶ教育の場面を設けた

うえで、10 年後には子どもたちが自治組織へ入ることが重要だとか消防団に入るのは当然だと思

うところを社会の構造として考えていかなくていけない時が来ている。その辺を地域教育という

ところで俯瞰して今現在だけを見るのではなく将来をみて教育委員会とも連携して欲しい。民間

の活用という視点で熱中小学校が人材育成だけではなく収益性を見て、様々な事業に拡げていき、

自治組織の課題をカバーできるのかも議論を。 

中塚産業課長）熱中小学校という概念であれば、コミュニティビジネスとして収益をエンジンに

しながら、地域課題を解決するとともに次世代の担い手を育んでいくこと。 

壬生町長）冠婚葬祭への自治組織の関わりが薄くなっている。つながりが薄れ、負担だけが残っ

ている。作業、負担部分をビジネスに変えていかないとうまくいかない。さらに人間関係を希薄

させないために行政が地域へ入っていく必要がある。 

 

三浦議員）自治会役員について事業が多く役割が多すぎるという意見がある。町からの役員を地

元から選出してくるのは難しい。自治会未加入者から拾えず、残った人たちから選ぶしかない。

なくてはならない役なのに自治会から挙げてこいではなく、町が未加入者からも選ぶような対策

を。そこが自治会加入者の未加入者に対する不公平の感情につながる。 

自治会未加入者は増えていく。高齢になって付き合いが続かずにやめていく世代と、若い世代と

２つに分けて対策を練っていく必要がある。加入未加入関係なく防災は考えていく必要がある。

若い世代は育成会などで子どもたちとのつながりは必要になってくるが、そのつながりと自治会

のつながりが密接になれば。地域おこし協力隊の活用でよそ者の考え方を取り入れたらどうか。

町もよそ者の発想を取り入れて考え方の見直しを。 

小平議員）町民が平等に負担することが基本。金銭、時間、労力の違いはあるが、すべて一緒に

して 低線の平等化を期待する。平等性・持続可能性を第一に見直しを願う。 

林議員）わかもの☆特命係が 17 名になり、活発な活動を通して活躍している。表彰の中で高校生

も含まれ、高校生男子・女子にも得意な分野でまちづくりに参加できることが郷土愛・U ターン

につながる。女子短大生だけではなく幅広く。１パーセント支援システムのニーズはどう設定し

ているのか。 

多田井企画振興係長）現在制度設計中。できる限り多くの方がまちづくりに参画された活動に支

援をしたい。数人のグループができ、町や地域の課題解決に自発的な取り組みに対しての支援を

想定している。 

 

A-3 まちの良さを知り、伝えるまちづくり 

 

帯刀教育長）ふるさと納税の通販感覚な利用者を今後のつながりにつなげる工夫は。 

多田井企画振興係長）ここ数年寄付額は増加しているが、通販的に利用している側面も見受けら

れる。現在は特産品の紹介にとどまっているが、今後は町ＰＲ冊子や観光情報等も発信していく。 

帯刀教育長）気持ちの伝わる便りの同封したり、町や地域 PR イベントの発信も有効では。町を訪
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れてくれたら割引など特別待遇の工夫により関係人口増加につながると思うので検討を。 

岩崎観光振興係長）返礼品の中にはリンゴの木オーナー制度もある。町にきて収穫してもらうも

ので好評を得てリピーターも多い。関係人口増加につながっている。 

本島総務課長）タウンプロモーションは抽象的な分野。タウンプロモーション計画の説明を。 

岩崎観光振興係長）観光戦略策定事業を今年度からスタート。商工会や農家の若い皆さんなど、

８名と東京の企業の支援のもと計画を策定。関係人口をベースに、地域の活性化、移住定住へつ

なげる。高森町のファンづくり、持続的な地域づくりを目標。収穫祭の際にもメンバーからの提

案を紹介するブースを開設。１０のコンテンツ、１２８のアイデアが集まった。組織化が課題。

意見を反映したワンストップ窓口化をめざす。 

中塚産業課長）観光振興、戦略、関係人口作りをコアと位置付けて事業化。子育て、景観も含め

て、包含して進めていく。担い手は観光協会含め育てていく。 

本島総務課長）目的にもある UI ターン。31 年度の取り組みはタウンプロモーションの延長線上に

あり、まずはファンづくりということでいいか。 

岩崎観光振興係長）移住定住をゴールとはしていない。 

壬生町長）高森町を PR する観点で有効なツールは HP、SNS という書き方。HP、SNS がどう役に

立っているのか。実感はないとすれば、何が足りないか。 

本島総務課長）町に行きたいと思ったときにはじめて検索して HP へ。高森のファンが増加したと

きに、より濃く新鮮な内容がある状態にしておくことが大切。HP を新たにしたから検索者が増え

るではなく、納税や PR の取り組みをきっかけとして探した人が情報を得られる環境を。 

壬生町長）興味がある人しか検索しない。関係ない不特定多数の人たちへのアプローチに何が足

りていないのか。特命係が出しているものが全国から見てもらえているのか。Facebook、Twitter

のフォロワー数を増やしたいのか。目を引くもの、コンテンツをいかに発信するのか。そこに対

してこの土地ならではの良さを PR して絡めていく。そうしないと、人の目には触れない。やろう

とするかしないか。観光戦略の中で話題になっているのか。 

岩崎観光振興係長）なっており、有効に活用することが含まれている。入口としての活用の仕方。 

中塚産業課長）SNS は双方向、来た時の特典など工夫も。来て、触れて、知ってもらい、もう一

度来たいと思えるような対応をベースとしている。企画振興係、情報係、観光振興係間での連携

はまだ足りない。 

壬生町長）言いたいことはそこまでしてでもやるのかという目揃えをしておいた方が良い。高額

をかけて PR ビデオを作って TV で取り上げてもらえる自治体は関係人口が増えている。そこまで

してやるか地道にやるか、間違った方向にいかないよう、庁内での方向は揃えていくべき。３プ

ロジェクトの捉えどころをどこにするのか。観光・タウンプロモーションの胆として捉えていき

たいとスタートしたので、横の課のつながりの中で評価シートへ落とし込んで欲しい。 

中塚産業課長）タウンプロモーション・関係人口づくりは、就労・就農など多様な面がタウンプ

ロモーションに絡んでいるため、分離して考え、評価していくことは難しいため、理解いただき

たい。 

壬生町長）メインはどこにあるのかを明確に。ハード整備でパノラマ農園プロジェクト、かわま

ちプロジェクトを行っているのではない。関係人口の拠点としてどう活用されるかを町民の皆さ
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んにわかりやすくする。 

壬生町長）目的から考えて、空き家の取り組みはどこかで拾えているのか。 

本島総務課長）総務課で言うと防犯。空き家バンクの取り組みもタウンプロモ―ションの側面も。

防災安全から積極的に空き家の借り手を探すことはしていない。管理までは総務課、展開はタウ

ンプロモーションでという横断的なつながりが必要かと思う。 

壬生町長）政策の見直しの場面があれば、政策の体系について話し合うこと。観光・タウンプロ

モーションが違うのであれば目的の持っていきかたの見直しも行うこと。 

中塚産業課長）空き家バンクには５，６件登録がある状態。ゆうきでは新規就農者に紹介してい

るが、一度もヒットしていない。その先については所有者の意思の確認なく、周知ができない。 

前島副町長）目的対象は町民か。 

本島総務課長）観光戦略を行う段階で、町民が町の魅力を知り、自らが PR・発信していくことが

第一ステップ。その先に、町外の人たちが興味を持ってきてもらえることにつながっていく。 

前島副町長）関係人口の側面から見ると町民は中間的な位置づけであり対象ではないのでは。 

壬生町長）町民一人ひとりが主体となる、引き付ける立場。 

 

城子議員）指標 B はとんでもなく低い数字。何千人以上のユーザーがいる中で目標が低い。 

高森町の PR ポイントはなにか、農業、景観、伝統、つかんでおくべき。全国ネットの TV を大い

に利用すること。飯島町は全国民放で移住定住の発信を地域おこし協力隊が中心となって行って

いる。飯田市の市田柿が PR されていた。なぜ高森町の市田柿ではないのか。発信不足ではないか。

つねに様々なメディアへの情報発信を。防災無線の屋外スピーカーでは災害以外の情報も発信し

ている地域も。制限もゆるくなってきたので活用法を検討して欲しい。 

市川議員）町が良くて高森町に入ってくる人を増やすこと。U ターンは帰ってくる場所はあるの

で、いかに引き込むかが重要。就職シーズンに親から高森町の情報が届くような体制をつくって

欲しい。出身者は地域のつながりを知っているため、帰ってきたときに地域行事や活動へかかわ

ってくれる。HP を見た人が新しいもの、古いものがわかるように。担当課・作成日を入れること

は当然。 

北沢議員）積水ハウスとの定住包括協定締結を経て、１年経ても一戸しか建っていない。成果を

上げているのか分析が必要。宅地造成でも地元業者との協定を結び、自治会にも加入するよう勧

めて欲しい。 

本島総務課長）ＨＰは担当課も作成日も入っている。 

 

B-1 子どもの育ちを家庭と地域で支えあう環境づくり 

 

壬生町長）教育目標の適切さの検証、何のために高森町が子育てに力を入れるのかという基本線

に対する教育委員会全体の考え方がわかりづらい。子育てをすることに対するやり方はわかるが、

なんのために地域に子育てが大切なのかという基本ベースが抜けているので話し合うこと。そう

することで、何のために小原ヶ丘塾が必要なのかという具体的な話が出てくる。やらなきゃいけ
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ないではなく、将来的にどういう子どもを育てるのか、どういう地域にしたいのかが目標であり、

子育ては手段。目標に対して、保育園、学校、あったかてらすがどういう地域内での役割を担い、

一体となって結びついていくのか。振興総合計画を作り直すのであればそうした視点を持つこと。

あったかてらすは遊び場、親の相談窓口としてはいい場所だが、女性就業支援の場所としての役

割も産業課と目標を具体化すること。学校が地域に対して、人材育成に対してどういう関わりを

持つのか、その先の教育改革にどう対応していくのかということの具体策に小原ヶ丘塾がどうい

う関わりを持っていくのか、全体で共有を。 

本島総務課長）指標 C：学校が楽しいと感じる子どもの割合について、77％の残りの 23％を単純

に計画値と比較して差があるから課題があるとは捉えられない。潜在的ないじめがあって楽しく

ないと感じる子どもが見えているのか。指標 D については学習に関することなので考えてほしい。

教育委員会主導で動けるところではないため、学校の先生にも課題意識を持ってもらって関わっ

てもらえるように。 

清水学校教育係長）そのとおり。学校とどう協力していくのかが重要。子育てや学習の機会が増

える中でどういう子どもを育てたいのかが学校と共有できていない。子どもを地域で育てて、一

回は地域を出ても帰ってきてもらえるような共有がまだできていないように感じる。地域の中で

活躍したいという子どもたちに社会教育や文化財のところで地域で活躍するための教育支援もし

ていきたい。23％の分析はできていない。 

本島総務課長）指標 A の個別訪問した数字は来ない方もいるためアプローチして実際には全員と

同等のことができたということであればいいのでは。 

松島こども支援係長）A はほとんどケアできているため出さなくてもいいかと思ったが、出すこ

とでケアした人数まで含めての数字を指標としていきたい。 

壬生町長）共食が子どもの育ちに絶対的に必要か考えるべきという課題について、どうしてそう

いう考えに至ったのか。 

松島こども支援係長）共食は大切だが今の家庭環境で共食 100％を指標にするのはどうか。共食

していなくても手料理を食べることも含めて、共食だけではない違う指標を考えることが必要。 

福島教委事務局長）共食はみんないいことだとわかっている。しなくてはならないと改めて言う

ことではなく、指標として掲げることではないのでは、という教委内での話し合いになった。母

親の働き方を考慮し、母親がご飯を作って置いていってもそれも共食と認めることも大切。共食

していることを強くいうことが施策上重要ではないと判断し、親子のかかわりに関する新たな指

標を考えていくことが必要。 

本島総務課長）100 にするために行動が必要になってくる。 

壬生町長）結論的には指標 B はとっていないのか。 

福島教委事務局長）今年度は指標をとるためにアンケートを実施している。 

 

木下議員）H31 年度に向けてはその方向でいいが、評価の中に H30 年度の取り組み状況はできて

いないという表記。今年度の施策評価においては、共食に関して目標を立てて、取り組んでいな

いことに問題がある。生活スタイルの変化によって評価項目を変えていくことも大切だが、共食

はいつの時代も大切な家族のつながりなので今後も優先検討内容としてほしい。 



7 
 

小平議員）指標 C は調査の中で子どもたちの感想の中に、自主勉強の項目について数字が低かっ

た。家庭での学習は楽しく学校へ通うことの礎にある。指標 C は様々なことに関連してくるので、

数字を上げることに努力してほしい。 

岩口議員）保育園の民営化については町立から私立にお願いするということの方が今の時代には

合っている。民営化を第一に、足りないところを町が行う方針にしてほしい。 

 

壬生町長）子育て・教育は誰がやるのかが教育委員会でいつも議論になる。本質的には親が関わ

ってやることが一番だが、もうそういう時代ではなくなってきている。そこに対して町がどのよ

うな関わり合いを持っていくかということが今後の子育て・教育に対する本質となってくる。難

しい選択を迫られていくことになるので、ある程度割り切りを持って、ここまでは行政が手を出

していくんだというラインを明確にしないと教員・保育士とのブレが生じる。高森町はここの部

分は行政がやりきるということがよくわかるように考えること。 

 

C-1 学び合う環境づくり 

 

壬生町長）シニア大学や公民館活動の現状がどうなのかという評価・捉え方も重要。参加者減少

の実態の中でどういう取り組みをするのか話し合いを。飯田下伊那地域は公民館が頑張るがゆえ

に NPO が育ちにくい。頑張りすぎることが必ずしもいいことではない。若者支援というターゲッ

トを絞った取り組みを。図書館の動きについて、高森町は子育てを頑張っているので子育て世代

に対する蔵書の広報も学校教育と合わせて検討を。起業は大切だが、町としての中心である子育

て支援事業と連携していくべき。お母さんが子育てに困らない充実した蔵書になっている等の町

の重点施策とマッチした特性を持って行ったほうがわかりやすい。書道・習字・ミシンはもとも

とある事業を地域がやっているものでコミュニティスクールではない。コミュニティスクールは

先生がやることを地域人材が代わりにやることとは全く違う。市田柿・ホタル・伝統芸能をどう

取り組んでいくのか検討を。 

寺沢社会教育係長）シニア大学、公民館の活動については今後の取り組み、地域への関わり方を

検討していく。図書館は司書と学校との連携も連絡会を設営しながら進めていく。コミュニティ

スクールについて北小はホタル関連、南小は市田柿関連を実施しているので、教員からの要望も

含めて検討していく。 

壬生町長）文化財・伝統芸能が頑張って取り組んでいるので、コミュニティスクールに取り組ん

でいくべきか。 

岩田文化財保護係長）保存会とも検討を進めている。時の駅とも事業活用も含めて検討する。 

壬生町長）例えば、屋台獅子がなぜこの地域で盛んになったのかルーツを授業で追ってみるとか。

歴史の深堀などの学習を学校現場で行うことで地域の歴史・つながりも広がるのでは。 

本島総務課長）自治組織・公民館の存続が課題に。公民館でなくても色んな担い手がやっている

ことがある。枠組み・構造そのものが時代に合わなくなってきている部分もあるので、公民館・

分館の立ち位置や今後の担い手との話し合いも含めて見直していく必要がある。議論がなされな
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いままに毎年行っている。 

壬生町長）昨年実施したから今年もという予算要求は考えるべき。 

本島総務課長）学ぶ場、講演会の実施にしてもニーズが難しい。どういった内容をどの程度町民

に提供することが良いのかというものが見えないと繰り返しになってしまう。 

寺沢社会教育係長）運営審議会も含めて検討していく。 

岩田文化財保護係長）文化・スポーツ講座のニーズ調査や分量について、文化・スポーツ団体の

紹介をして、団体の皆さんが主体的に実施してもらうということである程度の講座はできるので

はとやってみた。 

壬生町長）生涯学習という観点では町だけでなく様々な団体を巻き込むことが大切。 

 

木下議員）コミュニティスクールについて、気をつけなければならないのは町の教育方針がどの

くらい反映されているのかが忘れられてきている。町としては子どもたちに郷土愛を育てようと

いう教育の方向性が強い。こうした教育方針を全体に広げていくためには、中学校・小学校が高

森町の学校であるということにもう一度立ち返って、学校に対してこうするというものが施策上

見えてこない。 

岩口議員）教育委員会は学校に対してもう少し言ってもいいのではないか。子どもや先生と接す

る中で感じる。高森町教委としてはこういう方針で教育をお願いしたいと伝えてもいい。 

小平議員）分館事業について、本館があり、分館がある。分館事業については自治会との関係が

あって、その下に分科会がある。NPO の育ちへの影響もあるが、NPO が現在の分館事業はカバー

できないのではないか。予算配分についても分館事業は手厚くしてほしい。地域における分館活

動については積極的に指導・金銭的補助をお願いしたい。 

 

C-2 生涯スポーツの充実 

 

壬生町長）考え方の視点とターゲットをどこに持っていくかが重要。ニュースポーツをしたいと

いう町民のニーズで実施するのか、健康づくりの観点で実施するのかで意味合い・担当課が変わ

ってくる。公民館スポーツを本館としてやらなくてはならないのか、というところから話し合い

をしないとズレていってしまう。健康福祉課ともう一度話し合いを。普及させていくには理由づ

けが必要。高森中学校で部活動に入る生徒が減少している、県の体力検査でも高森町の数値がよ

くない。問題層に対して社会教育としてどういった働きかけができるのかの視点を持つと、子育

てと絡めて、まちづくりにもつながる。生まれた時からの体力をどういう風に挙げていくのか、

幼少期・保育園から学校まで、どういう取り組みができるのか全体のバランスの中で検討を。個

別施設計画云々ではなく、適切な順序・手順で手を入れていくために早めにリスト化を。特に町

民体育館トイレは早めに。 

中塚産業課長）指標 B と指標 C で体育協会の会員数を指標にしている。体育協会が生涯スポーツ

を担っているのか、委託している団体か、協同している団体か、他にそうした団体はないのか。 

清水学校教育係長）各種団体が加入していて、大きく活動しているのが高森町では体育協会。そ
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の組織の加入者の増減が町としてのバロメータになるのではないかということで数値として掲げ

ている。 

中塚産業課長）そのほかには団体は。 

清水学校教育係長）他町村では体育協会弱体化の中でスポーツ振興を担う組織を作るという国か

らの通知を受けて、出来上がった組織が SC。高森町の柿の里 SC はニュースポーツ振興に力を入

れており、スポーツクラブの統括的な存在感はない。 

中塚産業課長）体育協会加入のメリットは。 

清水学校教育係長）施設予約のメリットが大きい。加入団体は２ヵ月前から加入できる。町主催

事業の場合は優先して施設が利用できる。 

中塚産業課長）町民が生涯を通じてスポーツに取り組むという視点では、団体だけではなく仲間

として楽しむことができる方向づけも今の時代には必要ではないか。 

本島総務課長）生涯スポーツの位置づけは仲間づくりを一番の目的に置いた。スポーツを振興す

る部署がない当町では、社会教育の立場から仲間づくりを目的として設定した経過がある。今の

時代合ってこないということであれば、健康づくりと絡めるなど整理が必要。 

清水学校教育係長）現在の位置づけでは個人的な健康づくりにつながるものは含めていない。指

標 C を掲げている以上は教育委員会でやるのか、健康づくりとして健康福祉課でやるのか整理は

必要。簡単に体を動かすことのできるニュースポーツを通して、体を動かし、仲間を作るという

ことを目的としている。 

 

三浦議員）仲間づくりには公民館活動は必要。ニュースポーツはマンネリ化してきているので、

町公民館として若い世代を中心に普及を再検討してほしい。団体ではなく個人・仲間で楽しみた

いという人もいるので、幅広くスポーツに取り組める工夫や仲間づくりから健康に結びつくとい

う流れで検討すべき。 

林議員）生涯スポーツの充実には環境整備が重要。70 代以上の町民から町民体育館のトイレ洋式

化をしてほしいという声をよく聞くので取組みを。指標 A について、個人の取り組みをあげるこ

とで仲間につながっていく。健康センターあさぎりを積極的に活用して、仲間づくり・健康づく

りの拠点としてほしい。カヌー競技の国体誘致については多くの町民の理解が必要。カヌーに関

係する町内人口を増やす取り組みを。 

 

C-3 平和活動の推進 

 

寺沢税務会計課長）２０００人アンケートの項目は。 

本島総務課長）なくした。取り組みが見えづらい。 

壬生町長）広島平和のバスに行ったから意識が高まった。その後の生活にどう影響したかを町と

して必ずしも知らなくてもいい。経験をする人を増やすことで町の取り組みとしてはいい。戦争

をしないことが平和か、人を傷つけないことまで広げるのか、取り組みの中で考えていくこと。

小学校の体験を通して、小原が丘憲法につながっているのか検証はしてもよい。 
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壬生町長）指標 A も指標 B も活動指標。 

本島総務課長）成果が見えにくいためにこの活動指標となっている。人権教育までは広げていな

い。 

中塚産業課長）施策のカテゴリで平和を一施策としているのは高森町くらい。そこをうまく戦略

性に結びつけていければいい。一般的には入ってこないテーマ。 

本島総務課長）議論としては C1 に含むかどうか経てきている。条例まで設けて推進していると

いう意思表明が当町にはある。成果指標が難しい施策。途絶えさせずに継続させていくことが大

切。 

壬生町長）参加費が議論になるのは悲しい。満蒙開拓など記念館があるものに対して、小中学生

へのアプローチ、そこから学べるものはなにか考えること。地域にとって大切な学びの場所。 

 

小平議員）満蒙開拓平和記念館を積極的に学びの場として活用を。教職員の研修を飯田市では実

施している。高森町でも推進を。 

三浦議員）平和は測ることができない。活動は継続していくことが大事。戦争を知らない大人が

ほとんど、大人が学習をする場を設けることも含めて、平和学習の機会を。かけはし使節団は子

どもの参加を通して、親も学ぶ機会になるので継続を。 

林議員）派遣団アンケート回答者数が少ないという課題。回答は必須にすること。共有した学び

を経た子供たちの効果を把握するべき。平和意識が高まり活動したことは数値上見えにくいが

個々には影響がある。広島の方も高森町の取り組みを話し、子どもたちも町はすごいという認識

となり、地域の誇りにつながる。戦争の歴史から未来を考える機会に。多くの町民が参加できる

ような上映会など新たな取り組みも検討してほしい。 

 

D-1 健康づくりの推進 

 

本島総務課長）健康というジャンルは以前から成果を図るのが難しい中で特定健診というものを

一本テーマに置いている。特定健診で特定の方の健康に対する意識が向上すれば、町全体も上が

るという位置づけであるとすれば、無関心層へのアプローチ方法の検討も直接数値を上げるもの

になる。タニタ、健康チャレンジの実施などを行っても全体の数値はなかなか上がらない。３１

年度の特定健診未受診者へのアプローチだけではなく、全体へのアプローチが必要では。 

三沢健康福祉課長）特定健診に来られた方で結果が良い人はいいが、注意が必要な人たちへの重

症になる前の働きかけが大切。 

本島総務課長）特定健診を全体の指標にするのではなく、全体への健康促進の取り組みを積み重

ねた結果、特定健診の受診率も上がるという位置づけで。 

壬生町長）健康福祉課の皆さんはそれに対してどうですか。 

久保田健康係長）成果指標は町民全体の傾向を図れる指標がない。特定健診は国保の方のみにな

ってしまう。民間・商工会と書いてあるが、具体的な内容は検討しているが難しい。どのような

形で取り組みをしていくのか、町民全体の健康増進をどう図っていくのかが難しいが考え直す。 
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壬生町長）どういうことをやっていったらいいのか、具体的なものはあるのか。 

久保田健康係長）具体的にはない。 

壬生町長）例えば健康チャレンジの成果、数値を挙げていく具体的な策は。 

久保田健康係長）ヘルスに来た方には柿丸健康チャレンジの説明をしている。国保以外の方にど

うアプローチしていくのかを商工会と話し合う。 

福島教委事務局長）無関心層へのアプローチ方法は課題。特定健診にくるまでの人の無関心層に

どうアプローチしていくか。特定健診の無関心層だけではなく、全体として健康に無関心な層、

特に若い世代へのアプローチが大切。 

壬生町長）健康になることの目的が意識づけなのかどうか。広い世代に対して健康を理解・意識

してもらう結果、健診へ行く人が増えたりというものを具体的に描かないとうまく事業が展開し

ない。タニタ食育を２年間実施して、どのように評価し、どういった方へ意識付けができたのか、

正しく評価しないと次には活きない。そういったことが全体の施策評価から読み取れないので質

問の仕方が難しい。事業を行ったことでどういう意識づけができたのか、やり方がどうだったの

か評価しないと判断ができない。健康チャレンジの賞金額の変化等もまちプラの指標と併せて検

討を。予算査定にはきちんと盛り込むこと。 

本島総務課長）健康が大切という認識がないと、セミナーには来ないし、チャレンジにもトライ

しない。今の町の段階はどうなのか正しい判断を。 

壬生町長）地域の短大、大学への協力依頼をするにも、どういう依頼をすれば町民が関心を持つ

のか。公民館や民間とのタイアップも具体的にイメージできてくるといい。 

 

小平議員）民間・商工会との連携について。昨年まで事業がどういう状態であったのか。事業所

に行ってやり方を話していかないと目的が達成できない。事業者にどう理解してもらうのか。⑥

を実施した場合にどのくらいの成果が数値に表れてくるのか。 

久保田健康係長）平成 29 年度のまちプラの評価には記載がなく、平成 30 年度から新たな取り組

みとして挙げている。経年的にやっているものではないため、成果指標を図るものもないため今

後検討したい。 

小平議員）いくつの事業所にアプローチしたのかが数字に表れてくるといい。 

岩口議員）社会保険加入者は数字に表れてこない。個人事業主や小さい事業者は健康に関して厳

しくなく、やらない人が多い。そういった人たちも一緒に考えていくのか、国保に限るのかで数

字の出し方も変わってくる。具体的に細かく分けてやった方が成果は出るのでは。かきまる健康

チャレンジは年間通して開催している公民館事業で参加者へアピールすることを検討してほしい。

早起き野球、夜間ソフトも取り込めばいい。 

木下議員）健康に対する町民のインセンティブがポイントになる。担当課では地域の健康説明会

等に行って勧めているというが、実際の現場では一言も勧められたことはない。やりました、と

いうところの 後の詰めが必要では。 

 

D-2 安心して暮らせる福祉の推進 
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壬生町長）お助けマンを廃止した場合の具体策は。 

青山福祉係長）地域に根ざした団体があるので働きかけるのがいい。お助けマンは町から強制的

に何名出してくださいとお願いしているが、長続きしない。地域で自らの声を大切にし働きかけ

ていく。 

小林高齢者係長）お助けマンは地区で必要と思えば置いていただく。現在は 15 地区が置いている。

高齢者の訪問、サロンの開催等を実施している。お助けマンはその地区内が対象なので、町全体

のお助けマン、有償ボランティアを検討するべき。 

壬生町長）健康福祉課の中で意見が分かれている。 

中塚産業課長）お助けマンは介護保険がはじまる前にとりあえずの動機づけではじまった。現在

続いている地区は、地区なりの解釈をして工夫をしてやっていて地域内でそれぞれの役割・意義

がある。町民の皆さんの視点を大切にして、地域の主体性を生かしていくべき。 

小林高齢者係長）お助けマンは新田・下市田 2 区は定着していて、下市田 3 区、下市田 5 区はお

助けマンを中心に定期的なサロンが開催されている。吉田第一常会みたいに個々の集まりからサ

ロンが開催されている地域もある。介護保険事業者でなければできないところ、ボランティアだ

からこそできることの棲み分けの中で考えていく必要がある。 

青山福祉係長）当時はお助けマンが介護保険を補完する仕組みがあった。現在は地域サロンの開

催が主になっているが、本来の目的からはそれている。お助けマンは何をすればいいのか、とい

う意見が多い。お助けマンという組織でなくてもいいのでは。 

壬生町長）地域が自主性にどういう取り組みをするか、お助けマンを利用するのかは二の次。そ

ういった活動が盛んになるようにサポートしていくべき。各地域の状況を把握してほしい。お助

けマンという町のやろうとした内容にこだわる時代ではない。 終的には自主的でないと長続き

はしない。継続的な活動を目的とする福祉団体をサポートしていく方法も検討を。 

本島総務課長）地域福祉計画について、計画に位置付けられたことがどういう展開になっていく

のか。ボラセンで把握しているボランティアとのニーズのマッチングの取り組みは。 

青山福祉係長）地域福祉計画では福祉の在り方をみんなが共有できるようにビジョンの設定、ま

た、誰が何をやるのか、何をやったらいいのか具体的に表すことの２つの目標がある。現況ある

ボランティア団体は町民のニーズに合ったものではない。町民のニーズから声掛けをしてボラン

ティアを募る、高森オアシスを続けていきたい。ボラセンへの補助を継続しながら関わっていき

たい。 

本島総務課長）地域福祉計画は施策目標が計画化され見える化される。それに基づいて事業を進

めていく。 

壬生町長）健康福祉課の中でこの計画の必要性を共有してほしいと理事者対話で話した。共有が

できたということでいいか。 

青山福祉係長）時系列でこちらが先に出た。計画を作りたいがどうか、と社協・福祉団体に話す

と必要だから作りたいと前向き。 

壬生町長）色んな福祉団体がある中でなぜ社会福祉協議会を特化して、更に強化を図りたいと考

えるのか。 
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青山福祉係長）福祉は足りないものを充足させること。福祉が進んでいる地域は社協の役割が大

きく、取り組みが活発。社協では介護保険事業と地域福祉事業が混在。非営利団体の部分をもっ

と目的をもって活動を広げていけば町民が望む福祉の充足が可能になる。 

 

木下議員）本施策ではボラセンの位置付けがとても大きい。ボラセンは社協の傘下にある。社協

に対して町はお金を出している。違う団体や下部組織とともにやろうとしている時に、縦系列の

つながり・支援がポイントとなる。ボラセンに町がどのくらい支援をしているのか、働きかけて

いるのか、の見える化が必要。 

岩口議員）お助けマン制度について、近くの人に助けてもらうのは嫌だという人間関係はある。

逆によそ者の活用、協力隊員を使うというアイデアも必要ではないか。新潟の過疎地ではよそか

ら来た人がサロンを開催したり、買い物弱者への支援も行っている。 

 

D-3 高齢者の自立の支援 

 

帯刀教育長）敬老訪問の際に、老々介護を続けているお宅を訪問。介護をしている人が生きがい

をもって生活できるような取り組みがなされているのか。町内の老々介護者数などの把握は。 

小林高齢者係長）ひとり暮らし高齢者宅の訪問はここ 2、3 年できていない状況。老々介護の現状

は具体的な数字は把握していない。ふたり暮らし世帯数は把握している。 

青山福祉係長）介護度のついた方にはケアマネジャーがついて、定期的に訪問し地域包括支援セ

ンターと情報共有を行っている。 

本島総務課長）高齢者は今後増えていく。引きこもりさせない取り組みを。男メシ塾などは良い

取組みである。 

三沢健康福祉課長）新しい総合事業の B 型のボランティア団体を活用した取り組みを充実させて

いくと良い。 

壬生町長）D の施策全体が健康の話から分割してきている。係を超えた会話・情報共有を円滑に。

どの対象者に何をどこまでやるのか。介護度にならない人を増やしたいのか、なった人に政策を

打ちたいのか、２本立てが明確にならないといけない。楽しんで外出できるサロン・支援を提供

していくと同時に誰が担っていくのかという側面と、介護度のついた方への支援という側面がわ

かりやすくなるように。元気な高齢者が増えていので、そうした方に何をしてもらうのか。一つ

前のボランティアの指標にも関連してくる。 

 

木下議員）改善策の中に新しい成果指標を作るとあるが、過去において立てられた指標はいい加

減に立てられたものではないことを忘れずに。県や国の基礎データをもとに高森町の数値目標を

定めて、新しく加わる項目がどう町づくりに生かされていくのか、どういう支援をしていくのか、

という視点をもって設定すること。 

小平議員）C の指標数値は変えたほうがいい。数字がはっきりせず理解できない。新しい総合事

業とは健康福祉課の新しい事業ということか。 
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小林高齢者係長）（新しい総合事業の説明後）Ｈ29.4 に始まったばかりの事業を少しでも普及し

ていくという意味で成果指標に入れた。 

三沢健康福祉課長）介護保険の制度改正の中でできた事業。 

小平議員）平成３０年度は新しい総合事業でいくつの事業を行ったのか。 

小林高齢者係長）通所で町内３つ。やすらぎ荘、あさぎりの郷、いきいきクラブ。 

小平議員）5.1 パーセントは何人くらい参加か。 

小林高齢者係長）100 人くらい。 

 

D-4 障がい者にやさしいまち 

 

中塚産業課長）指標 A の町民の意識 75％は高いが、指標 B のあいサポート研修の受講を押してい

くのか。 

青山福祉係長）75％の中身について、知識に基づいた理解しているのも影響してくる。研修を通

して実態について深く知ることができる。受講者増により質が高まる。 

三沢健康福祉課長）障がい者を支援したいのはわかるが、もっと障がい者が積極的に社会に出て

活躍できる事業の検討・取り組みも。 

本島総務課長）A と B の指標は大事だが、当事者というより取り巻く環境側の視点。A が 100％

になっても障がい者自身が生活しづらいと思っていれば片手落ちなので、障がい者側の視点によ

る指標、行動も必要では。 

前島副町長）健常者と変わらない能力をもっている方がいて、雇用をして人材活用している。こ

うした状況は掴んでいるのか。そこから見えてくることもある。 

壬生町長）指標 C の調達率は H29 の 114.6 から H30 の 62.3 への急落はなぜか。 

青山福祉係長）H30 は年度途中のため現状半分の数値。 

中塚産業課長）障がい者計画、障がい者福祉計画の個別計画を包括して一致している施策内容と

いう認識でいいか。 

青山福祉係長）上記計画は必置計画。それに基づいて高森町の特性が含まれている。 

 

木下議員）あいサポート研修の計画値が H29 の 100 に対して H30 は 180。計画値の引き上げに

伴い、どのような取り組みをしたのかがポイント。H30 施策として、どうして取り組まなかった

のか。 

青山福祉係長）見込みは 180 に対して 95 とできていない。80 の上積みは役場職員に受けてもら

おうという計画であった。県主催のサポート研修は内容がよく、受けてほしい方に受けていただ

くことができ、実際の活動に生かされていることで良い面も。 

岩口議員）障がい者の定義。肉体的障害と精神的障害に分けられる。精神的障がい者に関する受

付が高森町はとても遅いという現場からの意見が多い。ヘルプマークは当地域でも全国的にもま

だまだ浸透していないので広く活用を。 

小平議員）民間からの要望を必要とするならば積極的に行動をとるべき。施策として数値目標と
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してあったほうがよいのか疑問を感じる。 

青山福祉係長）民間からの要望がないというのは町として必要と考えているが、今のところは充

足しているので計画の中では必要がないという判断。 

壬生町長）話のあった内容について課の中で横のつながりをもって情報共有して、Ｈ31 経営方針

会議までにどういう方向性をもってやるのか具体的なところを持ってくること。 

 

E-1 魅力ある農業の振興 

 

本島総務課長）指標 A の減少。担い手がいない土地をどうするのか。手も入らない、担い手がい

ない。農地のまま放置すべきか。耕作できない農地はどうしていくか。 

宮下農業振興係長）選択と集中。山沿いの農地を中心として農地の流動化が必要。 

本島総務課長））ずっと農地としてというのは山沿いの人には酷。農業振興ではあるが、農地でな

くすことも持続可能な土地政策になるのでは。 

中塚産業課長）地域農政で難しく、担い手もいない土地は非農地決定を行っている。 

壬生町長）非農地にした結果は。 

中塚産業課長）原野、山林。 

壬生町長）地目がかわっただけで荒廃地では。 

中塚産業課長）まだやれる、担い手見つけようは難しい。 

壬生町長）町の立場から見れば荒廃地になっていくのも問題。山付けの放ったらかしになった場

所は山にしておけばいいのか。 

本島総務課長）農地を守るのではなく、農業できる土地を守っていくこと。 

中塚産業課長）様々な場面で農地を守っているところが対象。 

壬生町長）非農地決定制度がどういう形でやられていくのか。 

中塚産業課長）山間の土地が中心。 

壬生町長）そういう場所が増えることのデメリットも考えること。 

中山間多面的機能が定着してきた。切り替わる年に対する対策を、経営方針会議までに明確にす

ること。ゆうきの活動。荒廃地の増加を受けて、観光農園は評価するが、ゆうきの主の仕事にな

っていいのか。観光農園の担い手はプロジェクトにシフトしていくのか。農地を守る、荒廃地に

しない政策を来年度のビジョンを。 

林ゆうき所長）多面的５年計画の切り替わり。２７地区における事務手続を大きなくくりに統合

することでの負担軽減を考えている。ゆうきにおいても本来の農業支援の精査・研究を行い、営

農・就農支援での担い手探しを主体的に取り組んでいく。 

壬生町長）観光農園でのゆうきの役割をだれが担い、どのような位置づけにするのか。 

中塚産業課長）観光アウトソーシングは発掘していく。観光支援がなくなった段階でのゆうきの

体制も見出していく。経営方針会議までには方針を。 

本島総務課長）兼業農家が重要になっている。草刈をするのが手一杯で農業はできない。困る前

になにかアプローチができるといい。 
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宮下農業振興係長）半農半勤は今の世代には機能しづらい。高森町では複合品目で集約が難しい。

集落営農という形で集約するにもリーダーが必要。地域において特定の人に任せるのではなく、

みんなで担える取り決めができれば一つの手法に。携わる仕組みの研究をしていく。 

壬生町長）リーダーが育たないといっている間は育たない。地域内人材の育成・活用を果たせる

講座等を。 

寺沢税務会計課長）都市部から田舎で農業したい方が多いと聞く。高齢で農地があいている方の

土地は０ベースではないので受け継ぎ、定住できるような方法も検討しては。 

前島副町長）町・ゆうき・JA が行うワンストップ相談の機動性・対外的な訴求性は。 

現状はしくみが機能しているのか。 

林ゆうき所長）ゆうきに 29 年度から集約。まだ農業できる方、もうできない方の窓口として相談

支援を行っている。新規就農は JA 担い手プロデュースに産業課・ゆうきもかかわり、飯田下伊那

で受け皿を持ち取り組んでいる。 

新規就農について現地見学会を実施。志の高い方が多い。野菜、果樹、市田柿をやりたいという

様々なニーズにこたえ、高森町で農業してもらえるように。 

中塚産業課長）春・秋で現地受け入れ訪問を JA 中心に行っている。都市部から農業希望者はネギ、

キュウリ、アスパラなどが多く、果樹を育てたいという方は少ない。 

壬生町長）飯田下伊那地域でのばらけ方を教えてほしい。 

林ゆうき所長）31 年度には担い手プロデュース第二期生の募集がある。ゆうきもかかわっていく。

農家住宅という視点で空き家とも連携を。 

中塚産業課長）法人就農で安定した給料を、という方が多い。ゆうきから斡旋し、町内で耕作で

きる形態を探っている。 

市川議員）地主が積極的にならないと事業展開は難しい。連携を密にしながら進めていってほし

い。観光農園としてどのくらいの土地が利用できるのか分析を。 

農家の高齢化。若手農家が幅を広げたいのか、高齢農家が今後はどう考えているのか調査し、適

切なつなぎを。 

城子議員）角田原活用に関する組織とは。早く具体的なイメージを。 

中塚）11 月初旬に JA・商工会・県等と住民会を行い、１月から運用予定。 

北沢議員）地域農政で遊休農地を守って活動している。高齢化による解散の声も。活動継続に向

けて課題や必要な支援等について聞き取りを。 

中塚産業課長）本来の目的は担い手不足、放棄地を地域内協同で守っていただいている間に担い

手が入ってくる時間をつなぐ役割。地域農政が維持できない地域には担い手の斡旋を予定。 

 

E-2 活力ある商業、工業の振興 

 

帯刀教育長）リニア時代の人・情報の流れは速くなるが物流は変わらないのでは。高森町で企業

誘致するときに、どんな業種であればあうのか。企業誘致を進めるうえで欠かせない。 

池田産業立地係長）企業アンケートの実施の中では情報通信業、製造業。 
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壬生町長）物流は三遠南信で開く。物流倉庫は広域で候補に挙がっている。企業誘致は喬木・飯

田の工業団地との調整も必要。 

本島総務課長）商工会とのかかわりは大きなものがある。加入減少するとどんな課題があるのか。

協働の具体案があれば。 

池田産業立地係長）商工業政策は商工会への補助金が主で展開している。加入数減少は末端まで

広がりにくくなる。加入促進は次年度から町として取り組んでいく必要があるが具体的な施策は

ない。 

本島総務課長）商工会自体のしくみに問題は。 

壬生町長）加入するメリットでは。 

前島副町長）加入率は７割。小規模事業者の廃業が増えていく予測がある。５，６年で２／３に

減ってしまう危惧がある。 

本島総務課長）非加入業者へのアプローチ。どんな思いで入っていないのか。 

池田産業立地係長）商工会では非加入者の意見も聴取していると思うので対策を。 

壬生町長）県・町の補助制度上、商工会加入非加入での差異は。 

中塚産業課長）制度資金については未加入者でも商工会を通じて申請を挙げてもらっている。制

度上のずれがあるのも事実。商工会の関わりなく非加入者の経営支援は難しい。 

中塚産業課長）481 社のうち 314 社加入している 

前島副町長）３割の非加入者は昔から固定している。アントレは 100％加入している。 

壬生町長）御前崎大産業祭で大工体験などを出展者の意思で行っていた。１区画のテントにそう

いう人たちが集まってやっていてとてもわかりやすい。親の目にどう映るかも重要なので、思い

切って実施を。２年に１度木工教室を実施しているが、のこぎりを引くなどの体験を。技術専門

校にやってほしいと依頼してもよいのでは。なんでも商工会では難しい。 

 

北沢議員）湯ケ洞のバイオマスボイラーで 200m 掘って出ず断念した。表流水の活用への方向転

換は維持・管理費の見通しは。 

中塚産業課長）追加費用は 700 万円ほど。メンテナンス費用は把握している段階。水量は井戸よ

りも少ない。水道の過不足についても調査している。元の資産に近づけるよう努める。 

城子議員）法人税の税割額が少ないのでは。企業誘致アドバイザーを今後活用するのか。 

壬生町長）実績はあったわけではない。専門部署を配置したので、今後必要であれば検討してい

く。 

中塚産業課長）日本立地センターから送られてくる情報を通じたつながりを生かす。 

市川議員）土木関係を忘れがち。仕事量を地域外の業者に出る分を地域内業者にお願いしてほし

い。１つの仕事を１個で出すのか、３個に分けて出すのかでかかわる業者の数は増えるのでは。

地元の土木建設業者を大切に。 

 

E-3 安心して働き続けることのできる雇用・労働環境の充実 
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野沢建設課長）クラウドソーシングワーキングチームの実績は。 

池田産業立地係長）２２名で活動。細かい実績は把握していないが、仕事量は少ない。実績は上

がっている。 

野沢建設課長）町の議事録おこしだけになっていっては悲しい。 

池田産業立地係長）スキルアップして次の働きにつながることも見据えている。 

中塚産業課長）中小企業では事務作業で生かすことができるのでは、との話に。 

本島総務課長）働く場がないという意見も多いが、企業の努力を保護者や親世代へ周知をすれば

就労につながるのでは。 

壬生町長）全体のこの分野を押していく上で、商工会はいろんな提案ができるわけではなく、専

門分野がたくさんいる。できる業者と話し合いの場をもち、職員がわからず手さぐりでやるので

はなくプロに任せるという選択を。実際に就職するのは本人。本人への働きかけを欠かさずに行

うこと。インターンシップやスキルアップセミナーや働き方改革が一気に解決していく。来年度

に向けて見積もって予算化を。 

中塚産業課長）指標 C について、職業安定協会を通して数字を出せるが、地元の若者の動きにつ

いては実際にアンケートを取るべきか、悩ましい。指標の見直しについて議論は。 

壬生町長）単位は。 

本島総務課長）指数。今年卒業した高校生・大学生の割合比率がどのくらいの傾向か。 

壬生町長）有効求人倍率が低いときの会話、高い時の会話は別の指標で図る必要がある。働き方

改革で子育てに寄与している企業の指標、女性活躍への寄与した企業に関する指標の設定とか。 

中塚産業課長）企業、教育機関の協力をもらえれば可能かと。 

壬生町長）分母になる親の数は把握できる。その人たちが就業しているかは税務課でわかる。子

育て世代の就業率は出すことはできる。 

総合戦略の中で女性の就業率を取りたかったが、取れない。 

 

城子議員）都市部で学んだ子どもたちが高森町で済んでもらうことが大事。若者、親世代向けの

就活セミナーの早期実施を。前衛的な取り組みでは、わかりにくいので具体的なわかりやすい表

現を。カタカナ語、英語でわからないものがあるのでわかりやすく。 

市川議員）安心できる雇用については町で挙げるべきテーマかどうか。U ターン就職の促進に重

点には大学に出る、出ない２パターンがある。大卒を受け入れる能力のある企業は町内にあるの

か調査し、高森町からの通勤圏内でどのような企業があるのか生活をベースとした情報発信を。 

北沢議員）子どもを外に出すのは苦労する。奨学制度の拡充、U ターン者の減免制度、消防団斡

旋など、町から出て帰ってくるまでの長期的な支援を。 

 

F-1 適正な土地利用と景観の保全 

 

帯刀教育長）有効利用のモデルがあるのかどうか。5 人に 1 人となる２０パーセント指標でよい

のかどうか。 



19 
 

石川庶務係長）今年の 4 月に景観条例が始まったばかり。具体的なものはない。利用計画のゾー

ニングはある 

野沢建設課長）ゾーニングは提示しているが伝えきれておらず浸透していない。著しく指標が低

いというご指摘はあるが、もう少し浸透していけば目標値が変わっていく。 

帯刀教育長）うまく指標を取れるようにしていってほしい。 

野沢建設課長）線引きが難しいが、町民の皆さんに理解をしていただけるようしていく。 

本島総務課長）ゾーニングの周知が必要。 

寺沢税務会計課長）現在段丘林の整備中。見通しが良くなったことで評判がいい一方で、思った

よりは進んでいないという心配の声もいただいている。また、日当たりがよくなってきているの

でタケノコの成長も心配される。PR して収穫していただければというお声もいただいているので

報告する。 

本島総務課長）景観計画・土地利用計画をいかに知ってもらうかだと思う。概要版は配布済みだ

が、広報周知等にて浸透をはかる。 

壬生町長）どこが段丘林であるかの精査をしたほうがいい。景観計画の指定した面積でいいのか

など、該当地を町民の皆さんに伝えるなどが必要。 

中塚産業課長）また段丘林の選択と周知を進める。 

壬生町長）地元と協定を結ぶなど町任せにならないように、いい方向を考えてほしい。 

中塚産業課長）今回についてはモデル地区。 

壬生町長）土地利用計画は工業用地のゾーンが機能しているようだが、ほかについても計画に沿

うのであれば法定計画に格上げが必要。 

野沢建設課長）ある程度の誘導が必要な部分と、自由意思に任せておく部分とのわけが必要かと

思う。 

壬生町長）リニアが開通した際に働く場所がいるのかどうか住む場所があればいいのか、誘導に

ついてもきちんと考えなければいけない時期。県は都市計画のマスタープランを作りたいといっ

ている。実際の線引きは出なくても方向性は出していく時期。 

壬生町長）太陽光パネルの設置基準を定めるとあるが。 

本島総務課長）F-2 で扱う。 

野沢建設課長）F-2 と重なっている部分がある。 

壬生町長）基準を定めるかどうか迷っているなら防災上の意味も含めて基準を定める必要がある。

町としての方針を出していけばいいと思う。 

野沢建設課長）見た目はどうであれ、防災上の安全が確保できるというところを想定していた。

「作れない」はできないので届出を出してもらって進めていく。 

壬生町長）あくまでも指針であるが出しているところもあるので参考にしては。 

 

城子議員）積極的に進めていただきたい。工事費については森林組合との契約が 初にできてい

たのならその額で進めては。どういった条件でこの工事費になったのかお聞きしたい。 

上沼林務係長）人工（人件費）が主なもの。実際に現地では伐採と粉砕となり、作業道が必要と

なりこの額になった。 
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北沢議員）次はどこの段丘を手入れするのかというところもあるかと思うが、川が通っていると

ころ等の確認を行って、治山治水を見てから保全等行うようにお願いしたい。 

市川議員）見積もりがあるが、本来の「見積もり」は赤字でもその額でやりきるかやりきれない

かというところだと思う。今後の見積もりの取り方も考えていただきたい。周知は個人に出さな

いと伝わらない。「この地域」「この沿線」と出されても、地主には 1 回出せば済むことなので「何

番地」として周知徹底の仕方を検討していただきたい。 

中塚産業課長）踏査できなかった密集地帯を見積もったところがあったので、この経験を活かし

て次回としたい。 

市川議員）予算の金額を見て、いいか悪いかを判断しているので、見積もりは厳しい目で見てい

ただきたい。 

 

F-2 環境にやさしい生活づくり 

 

本島総務課長）A 指標について全体の中でもイコールに見える指標。その中で目標値の達成が可

能か否かについては触れられていないが、この数値を目指すのかどうかをうかがいたい。 

丸山環境係長）減らす方向で考えてはいる。目標の達成としては難しい数値。 

本島総務課長）町の取り組みによって１８ポイント上がったのか、また下がるのかによって数値

の上下調整が必要ではないか。 

丸山環境係長）細かい分析はこれからになるので、見直すかどうかについては考える。 

野沢建設課長）成果指標 B の上昇についてはアンケートの設問を変えたことが要因と思われる。

あてはまらないと思っていた方が「あてはまる」として回答をした可能性がある。推移について

は様子を見ていきたい。 

壬生町長）赤色プラスチックがなくなったことの影響は？指標の取り方に区切りをつけて新しい

指標・目標を定める必要があるのかもしれない。 

丸山環境係長）以前の数値も燃やすごみと赤色プラスチックを含めた数字。 

松島主査）昨年 8 月までのその他プラスチックの区分対象物が燃やすごみに加わるのは仕方ない

が、それ以上に燃やすごみの量が増えている。要因として、容器包装プラスチックなどが燃える

ごみに流れていることが考えられる。 

本島総務課長）本来青プラのものが流れているなら２４０を目指さなければいけないのではない

か。 

中塚産業課長）今考える対策は青プラをちゃんと分別で出すことか。 

壬生町長）燃やすごみの重量を減らすために生ごみ処理機の補助率を上げたが、因果関係があま

り考えられないところを補助率を上げたということか。節目の人に対して、補助率が変化するな

ら説明ができないと公平でなくなる。 

野沢建設課長）燃やすごみの容器包装プラの混入には汚れのひどいものは入れてもいいとの説明

もある部分もある。 
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市川議員）評価と検証の３番。太陽光の説明と建設課の部分の太陽光音節名が相反するところが

あるので、どう噛み合わせていくかが必要かと思う。 

丸山環境係長）建設課の分については事業用・売電用について、環境水道課については家庭用の

屋根に載せるようのものを対象としている。 

北沢議員）蓄電池など新たなエネルギー等あるが、補助金等はあるのか。 

丸山環境係長）パネルはあるが、蓄電池にはまだ補助はない。蓄電池の技術的な面が安定してい

ない点と価格が安定していない点から、いつ・どのように補助していくのかはこれから情報収集

をする中で検討したい。 

 

北沢議員）国際的に廃プラは問題となっている。高森はどうか。 

丸山環境係長）廃プラは稲葉ﾞクリーンセンターで焼却。容器包装プラは飯山の中間処理工場に持

ち込んでペレット燃料として再商品化されている。 

城子議員）メーカーが過剰包装をしている面もあり、もっと国等で考えていただかないといけな

い面もあるので国への働きかけも検討していただきたい。 

 

G-1 災害に向き合い、備えるまちづくり 

 

壬生町長）今年のように災害が多く、住民の皆さんの取り組みがあっても避難者が少なかった。

避難に移ってもらえるような策が必要。いつくるかわからない地震よりも、風水害に対する訓練

の開催について時期をみて実施しては。消防団は団員が不足しているのか研究をはやく済ませ、

定員を減らすなら減らす方向で動いていくこと。 

本島総務課長）減らす方向で進んでいる。ハザードマップの周知についても取り組みを進める。 

壬生町長）地区の防災計画は各地区で制作しているが、地域の人たちが知っていない。地元の役

員の皆さんに回覧をしながら制作したが。 

筒井防災安全係長）当時つくられた役員の交替の中で引き継がれていないことが想定される。情

報共有のお願いや、町としても情報発信を。 

壬生町長）地区計画担当者も年に１度地区に配布をするなど。 

本島総務課長）行政主導で作ったものではないが、課題として避難訓練での活用も含めて地域の

主体的な活動にお手伝いをしていく。 

筒井防災安全係長）１地区は現在作成している。 

壬生町長）町としても持っているものを情報共有することはできる。HP 等で全地区の防災計画は

持っているだけではなく、発信するべき。 

寺沢税務会計課長）作っても見直しがされていない。役員の変更の際には何をすればいいのかわ

からない状態が多い。 

中塚産業課長）町の標準フォーマットの更新に合わせて、地区も毎年更新し、気づいたことは町

へ伝えていただけるよう。 

本島総務課長）防災訓練に合わせて確認をお願いする。 
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壬生町長）避難してくれない人たちへの避難行動のお願い。 

筒井防災安全係長）風水害訓練の実施、情報発信・受信方法を早く正確に周知をすること。 

壬生町長）情報の出し方は興味があるときに出す。災害があったときに出すように。 

中塚産業課長）レッド、イエローゾーンの方にはダイレクトメールを。 

本島総務課長）避難所開設の経験不足もあるが、避難指示までいかない段階でどの程度の避難を

要求するのか。職員も含めて、町民の皆さんもわからない。町としての各情報発信時の要求内容

を整理し、町民へ共有することが必要。 

壬生町長）高齢者世帯は動く徹底を。避難勧告段階では時間制約もある。 

 

三浦議員）地域と行政とのギャップを感じる。避難情報に対してどう考え、行動していいのか熟

知していない。住民向けの防災用語・行動に関する学習会の開催も必要。地区内でも温度差があ

る。末端まで防災計画等の周知が必要。消防団について、不足なら定員減らすという議論。定員

は人がいないから減らすのではないよう、災害を想定して確保しておくべきと考える。町から未

加入者への直接的な勧誘を検討するべき。 

林議員）御前崎市との友好関係。原発事故や地震の際には高森町としての支援が必要なのか。町

としても原発事故に対する避難計画を持っておくべきでは。 

壬生町長）地震の避難先について、御前崎市は中野市、佐久市と提携しているためそちらへ避難

する。高森町では避難計画は持っていない。 

林議員）高森町は避難計画を検討する必要がある。町内の地質分析を踏まえた開発計画も検討を。 

 

G-2 防犯と交通安全の推進 

 

帯刀教育長）防犯パトロールはいい取り組み。指標 D がなぜ低いのか。街頭や特殊詐欺も含めて

考えた上での回答か。分析は。 

筒井防災安全係長）町だけではない視覚的に入ってくる情報に左右される。自由記述はない。 

本島総務課長）テレビの情報を見て不安と回答されることもある。 

帯刀教育長）具体的なところを分析して施策に反映を。 

寺沢税務会計課長）指標 C は多い。どういった犯罪か。 

筒井防災安全係長）窃盗犯が多く、半分以上。 

寺沢税務会計課長）玄関締めずに出かける人が多く、泥棒は多くはないか。 

筒井防災安全係長）泥棒です。柿の窃盗も含んでいる。広報等で呼びかけている。 

中塚産業課長）特殊詐欺は。 

筒井防災安全係長）町内に被害者はなし。電話はかかってはきている。 

壬生町長）「交通安全住民大会を通じて…減少した」という評価でよいか。意識の一因であるとし

ても、各地区の負担などどう対応していくのか。安協、指導員の人数減も含めて検討を。 

防犯灯の要望が増え、地区交付金でつけていくと、イニシャルは町、ランニングは地区。蓄電池

内臓などランニングで地区の負担の少ないものに置き換えていくなど、機能向上も含めて検討を。 
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筒井防災安全係長）そういった商品はあるので検討します。（高価だが） 

壬生町長）耐用年数も考え、損得の検討を。山吹の場合は各地区何機までと増やしており、本当

に必要なのか検討が必要。広範囲を照らせて、電池数も少なくてよいものは。 

筒井防災安全係長）確認する。 

中塚産業課長）横断歩道で止まっている子どもを見ても止まらない車が多い。いい方法は。 

筒井防災安全係長）警察の取り締まりが一番効果的。交通安全期間中に町から広報で周知。入学

シーズンには指導員、安協の皆さんに主要通学路での交通安全啓発を行っている。 

 

三浦議員）指標 C の発生件数は飯田下伊那地域全体ではどうか。 

筒井防災安全係長）同規模の松川町より少ない。 

三浦議員）窃盗は農産物、家屋内の窃盗は起きていないか。 

筒井防災安全係長）詳細は分からないが窃盗が８割を占めている。 

小平議員）犯罪について、町民への啓発・周知を工夫して行ってほしい。 

林議員）犯罪の件数は町民の皆さんは知らないが、不安を感じている人は半数近くいる。安心で

きない理由を分析して対策を。犯罪ゼロの町を目指して、挨拶と花でいっぱいにする事業を実施

している地域もある。防犯上も効果があるため、町の施策として検討を。小中学生のポスター制

作など、町民全体への意識づけも合わせてお願いしたい。 
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G-3 ①安全で潤いのある住環境の充実（道路） 

 

本島総務課長）課題に挙げられている用排水について、改善・取り組み・地区計画でも出るかと

思うので記載をしたほうがよいかと思う。 

壬生町長）指標は全体的に見直しを。昨年までのまちづくり懇談会の意見が数値になっているか。 

野沢建設課長）電話等でのご意見等もいただくが発生件数ベースとすると０が続く。 

壬生町長）公園等であれば利用者のアンケートを取るなども検討を。 

 

城子議員）かわまちづくり 2 回会議が行われているがその後の会議がまだおこなわれていない。

なるべく早めに次の会議を開催してはどうか。議会でも 153 号線の右折レーンについては要求を

している。町としても積極的に要求をお願いしたい。 

池野管理係長）現在 3 回目のネタ作りを行っているところ。 

壬生町長）重要指定道路となったところで 4 車線を要求するのが望ましいと思うが、指定されな

かった場合は国の委任事務で行うというものになる。ほか市町村とともに要望していく動きとな

る。 

市川議員）今現在破損しているものについては「やらなければいけないもの」となると思う。今

は区分けがされていないようなのではっきりと地区計画とは別に現地に行って役場で示す必要が

あるのでは。目標を立てたらその評価は数値で示すことが望ましい。 

北沢議員）信号機の設置について地元から声が上がるので、全体の交通量等もかんがみて整備の

取り組みを行っていただきたい。 

壬生町長）早くやらなければいけないものはまた議会の皆さんからもご意見を頂ければと思う。

信号機等の設置については地元の理解が得られないと進めることが難しい。 

市川議員）以前は橋ができることが前提ではなかったので「設置はいらない」という意見だった

と思うが、今度は広域連合として橋を架けると同時に同じ感覚で設置してほしいという意見をい

ただいている。 

壬生町長）町で設置の方向で調整をして県まで持ち込んだとしても、地元の皆さんのご理解がな

ければ設置ができないので、進めていくという際には地元の皆さんにご協力をいただきたい。 

 

G-3 ②安全で潤いのある住環境の充実（上下水道） 

 

帯刀教育長）指標 B は健全経営の場合はどこまでの数値を目指せるのか。 

林上下水道係長）１００より増えることもある。増加分は儲けの分。いい団体の指標は１００の

プラスマイナス 0。マイナスは赤字。類似団体を見るとおおよそこの値として設定。 

帯刀教育長）検査を拒否する理由は何か。 

丸山環境係長）浄化槽はこれからだが毎年１００％にはなっていない。 

佐々木環境水道課長）１００％公費なので自己負担でのお金はかからないが、拒否される方もい
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る。 

野沢建設課長）本来は毎年の検査。 

本島総務課長）指標 D は汚水処理原価は設備投資だけか。農集が１００を超えることはあるのか。 

佐々木環境水道課長）農集から公共に移っていくので、分けて動きを見ている。 

中塚産業課長）料金の見直しは当面考えているか。適正料金か。 

林上下水道係長）現在の料金でいけば今のままでやっていくことができる。積み立てをして事業

費に充てる。下げると起債を当てないといけなくなる。 

壬生町長）余剰分の積み立てができていることを評価に挙げておくとわかりやすい。 

佐々木環境水道課長）来年度の消費税の上昇についても何もしなければ 2 パーセント増となるが、

据え置きにできるようにするのか話が必要。 

本島総務課長）公営企業会計にすると「見える化」すると思うが、農集等についても説明ができ

る料金か。 

佐々木環境水道課長）浄化槽の負担が高いというところがあればその検討は必要。 

中塚産業課長）公営企業化することによるメリットをわかりやすく説明できるか。 

佐々木環境水道課長）国の義務化が 3 万人以上。補助金が 32 年度で終わってしまうので将来的

には 3 万人以下の努力義務の地域についても導入が必要かと思われる。 

林上下水道係長）メリットよりも「いかに足りないか」が見える化されて、料金を上げなければ

ならないことが明確化する。 

野沢建設課長）必ず料金ですべてが釣り合う事業ではないことはご承知いただきたい。 

 

城子議員）山吹の施設・設備の統合等を早く実現していただきたい。上水の水道管老朽による破

裂等が報告される自治体もある。町内の配管の入れ替えもしないといけないと思われる。浄水場

も古くなってきているので、改修なのか建て替えなのかはわかないが、上水の今後をどのように

するのか長期計画を立てて示していただきたい。 

林上下水道係長）バランスが取れたところで基本計画ができるようになる。基本計画ができたと

ころでアセットマネジメント等が行えるようになるのでまずは、計画を進めたい。 

市川議員）早めの水源対応をお願いしたい。 

北沢議員）災害時に困るのが上水と下水。バックアップ電源を備えるなど、災害に備えて計画的

に進めていっていただきたい。 

 

H-1 行政サービスの向上 

 

壬生町長）職員の健康は大前提として、何のために職員に時間を持たせるか。町民との会話・コ

ミュニケーションに多くの時間を費やすことができることが事務作業の効率化につながることを

文章で明示すること。苦情の件数を成果指標ではなく、逆の発想でどう満足してもらうかを指標

に設定すること。 

福島教委事務局長）フレックス制度をどれだけ理解したうえで活用できているのか、職員の意見
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聴取を行い、制度再検討を。 

伊藤行政係長）夜に超過勤務の場合は時間が定かではなく、次の日でもいいのではないかという

意見も。 

壬生町長）次の日は代休で、フレックスではない。１日８時間をどう使うかがフレックス。間違

えがないように。 

本島総務課長）教育現場が行っている時間単位の振替は日をまたぐ。 

壬生町長）多様な事例はあるが、根本は１日８時間に基づいた制度設計で運用を。身の回りの整

理、効率よく働くための工夫、働きやすい庁舎の修繕について総務課が中心となり、全庁的に話

し合い、早めのビジョン構築を。 

 

小平議員）内容が苦情対応や業務改善など職員目線に偏っている。町民サイドの意見を聴取・分

析し、行政サービスの向上という施策に生かしていくことが正しいのでは。業務改善は新しい項

目としておくべき。 

林議員）目的は町民からの信頼とある。町民から役場にきた印象をお聞きするときに、雰囲気・

挨拶など第一印象が気になっていると感じる。満足していない方は何が不満なのか検証を。２階

は全く来庁者を見てくれない、という意見が多い。職員の皆さんが向いている方向など、現状の

ままでも満足度向上にできることは実施していくように。 

 

H-2 健全な行財政経営 

 

寺沢税務会計課長）コンビニ収納によって徴収率が画期的によくなるかは不透明で、微増の想定。

行政サービスの向上のほうがウエイトは高いのでは。 

壬生町長）コンビニ交付・収納を H-1 へ。行財政改革の説明を。 

古林財政係長）H28 年度でいったん取り組みが途切れている。大綱の見直しを行い、３本立てに

ついてどこまで、何を実施すべきか検討が進んでいない。行革委員任期も含めて話し合いを行う。 

壬生町長）行革の話し合いにはまちプラの評価も併せ持っている。まちプラの外部評価にまわす

など検討を。今年度は開かなくてもいいので、まちプラ・総合戦略、大綱の関係を整理・説明し

委員募集するように。 

本島総務課長）委員会開催してないからといって取り組みはしている。マネジメントの仕方（単

発・統合等）の見直しを。 

壬生町長）国への報告が必要な総合戦略の外部評価はしっかりやるように。行政の取り組みをど

うお知らせし、何を望んで来庁するのか、サイトの作り方も研究するように。UP することが目的

ではなく、どのように見て、理解してもらうのか。統計サイトの構築を併せて。 

 

H-3 広域的な市町村連携の推進 
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壬生町長）今年度からクラウドソーシングが稼働とは。 

中塚産業課長）豊丘村と連携のクラウドワーク。 

壬生町長）北部と南部地域とのかかわり合いの検討を。 

 

小平議員）件数が成果指標に。25 項目の中から優先順位で重要なものに関して、目標に対する成

果を指標として設定したほうがわかりやすいのでは。 

三浦議員）リニアに対しては具体的に考えていくべき。ガイドウェイのみで路線外地域とのこと

で本格的な議論が進んでいないように感じる。単独の町村で解決できない課題に対して北部など

市町村同士の連携で取り組むこと。 

林議員）飯田産業センター移転、スマート I.C.開通に伴う町内インフラ整備や、安全対策を考えて

いってほしい。 

本島総務課長）広域連合のリニア関連道路整備の中で取り組みを。この施策そのものではなく様々

な場面で話し合うべき内容かと。 

壬生町長）既存の道路の拡幅はリニア関連をもっての要望は難しい。産業センターの橋等につい

ては要望していく。 

 

11 月 26 日 中村健先生による講評 

【午前の部】 

中村先生）H31 年度は新しい元号となり、新しい天皇が即位し、オリンピックや万博を控え変化

の年。総合戦略 終年度の 5 年目、目標値の総括をする年。後期基本計画では第６次まちづくり

プランの後半年に差し掛かる年。大きな意味合いのある H31 年度となる。総合戦略の KPI に対し

て重要な視点が多くあった。これだけは H31 年度に重点的にやらなければならないものはどれな

のかが経営方針会議の重要なひとつの視点。優先順位、なにを、だれに、なんのためにを皮切り

に、高森町はどんな町を目指しているのかという視点から、総括して様々な過去の取り組みを「な

んのために〇〇したのか」という視点から考えること。似ている指標が多数あるものの役場内協

同が薄れているのでもっと協同して考え取り組める指標の設定を。子育て×建設課の例のように、

ニーズをしっかり捉えて、子育て支援の視点で少しずつでも各課から出し合うこと。ターゲット

が町民、子ども、成人など広すぎる。受診率や参加率の背景のバックデータでは詳細についても

情報を得ているはずなので、どこを上げるべきかターゲットにすべきかを具体的に見える化する

こと。公式記録をスクリーンにタイムリーに映って見えると、確認しながら会議を進めていける。

それぞれメモしているが、違うことをメモしていて持ち帰ってしまうとバラバラになってしまう。 

【午後の部】 

中村先生）町民への公表は。 

本島総務課長）会議記録を HP で。 

中村先生）行財政の話はわかりやすくわかりにくい。町民の皆さんにとって何がプラスになるの
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か、事務効率の短縮によりどのような住民への還元があるのか。この指標に対する成果数値の動

きはどの程度よくなっているのか。町民の皆さんサイドから見たわかりやすい視点を持つべき。

コンビニ収納は町民にとってわかりやすい変化。もっと強調されてもいいのでは。作る側、見る

側がわかりやすい方法で。自治体加入問題、消防団・防災計画に関しては大きな災害が起こらな

い高森町にはわからない。被災体験や講話を聴く機会、リアルな問題として認識してもらえるよ

うな機会の構築を。地域内の子ども・大人含めて、災害時の動きやお互いの情報に関しては情報

を持っていない状況。想像し、我がこととして捉える、安全の定義・把握を再認識できる機会を

いかにつくることができるのか。小布施町は喫茶店内が通学路になっており、町内・地区内の見

守り体制が整っている。夕方○時からは玄関灯をつけ、通学路を明るくする地域ぐるみの取り組

みも実施している。大きな災害のない地域で、当事者意識を持ち、地域内のつながりが必要だと

感じてもらえる事業・きっかけをいかに持たせるか。議員からのコメントを聴ける機会は貴重。

担当事業の説明を終えると職員が事務室にすぐ戻ってしまうのはもったいない。可能な限り係長

以下も含めて、話し合い、議員さんの意見を聞く機会としていくとよい。議員さんの意見は地域

密着でよい意見が。議会はチェックだけでなく提案もできる。 

壬生町長）どのように感じたのか、結果として午後に表れていない。目の前の仕事をこなすこと

と同時に、未来について研究し話し合うことも行う。課内・庁内で全体共有したうえで、会議を

行わなければ何も変わらない。 

宮下議長）行政と協働し、提言活動も積極的に行っていく。 

 

11 月 27 日 中村健先生による講評・総括 

 

中村先生）年度途中に施策を評価することは大変な作業。一年遅れの決算を次の年の予算編成に

活かすのが一般的。年度途中に評価し来年度予算反映というのは他の自治体の事例から見ても難

しいが画期的な取り組み。議員も参加して、意見が聴けることは執行部・町にとっても有意義。 

来年度に向けての課題は、施策評価会議では何を議論すべきかがぼやけてしまったこと。事務事

業の話が出たり、議員から要望が出たり、論点を明確化することで精度は上がる。成果指標の現

状分析が現段階では重要。現状分析があいまいになっている施策がいくつかあった。現状分析は

次の経営方針会議につながるため精度を上げること。 

具体的にはごみ排出量の増加について、生ごみ処理機・コンポストの有 6 効性の検証が適切にな

されているのか。ごみが増えていることを理解してもらいたいのに今まで通りの広報の仕方でい

いのか。子育て支援の切り口から見ると、学校・教委・PTA と連携・共同しながら、生ごみ増加

により処理経費が増え、教育予算に回らない可能性があることについて町民が自分事として考え

てもらうための方策を考えること。 

また、災害への備えも例年通りに見受けられる。民間との連携は欠かせない時代。災害時に一番

力になってくれるのはコンビニ。コンビニとの連携協定や訓練の実施も検討を。Yahoo!JAPAN に

は熊本地震のデータ解析結果が公表されている。熊本地震の 3 時間後、3 日後など時系列でどの

ような検索がされていたのかなどのデータが見える。災害をはじめ過去の先例の解析結果は世の
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中にはたくさん出ていて、民間の知恵を活用することも、町のつなぎ・つながるのキーワードに

直結する。自分たちだけで議論するのではなく、他部署や民間など外にも視野を広げて、施策を

考えていくと深まる。 

太陽光パネルが耐用年数を迎え、大量の産業廃棄物となる 2040 年問題。自分の土地に設置して

いる場合が多く、廃棄にも費用がかかる。設置を推奨するのはいいが、廃棄まで責任をもつよう

事前に周知することも必要。 

ふるさと納税は現在 4～5 億。同じ 1 万人の規模の町では 5 年前には 200 万円であった寄附額が

79 億になり借金を返して、様々な事業に投資できるようになった。財源確保としてふるさと納税

の活用は鍵。インターネットの返礼品掲載の工夫は必要であり、先進地視察を行うこと。 

各家族で行う農業には限界があり、法人化・大規模農業の仕組みをどう作っていくのかを検討し

ないと担い手はできてこない。あったかてらすができ、子育て中の母親の働き方と農業をリンク

できないか。東京にはキッザニアという子どもたちの就業体験施設があるが、柿を作る、農業を

するなど母親が働く、子どもが体験する、企業するという取り組みで農業はチャンス。総務課の

1％支援の枠組みに農業、元気な高齢者の働き方に関する項目が入ってくると子育てから幅広くつ

ながる。 

東京駅周辺には地方自治体のアンテナショップ型居酒屋が連立しており、地元特産品を商品とし

て出している。5 店舗以上の出店で生産者にはお金になる。都心部へ外貨を稼ぎにいく視点もこ

れからの地方運営には必要。収益が増えると後継者育成にもつながる。 

 


