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池田町地域創生有識者会議（第３回）議事録 

 

（小川企画課長） 

 皆様、ご苦労様です。第３回池田町地域創生有識者会議を始めたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。それでは、岩谷座長よろしくお願いいたします。 

 

（岩谷座長） 

皆様、こんにちは。お忙しい中、このように、委員の皆様にご出席いただき、池田町地

域創生有識者会議の第３回会合を開かせていただきますので、有り難く思っております。 

それでははじめに、今回有識者会議委員の中日新聞揖斐川通信部兼大垣支局の加藤拓様

から、人事異動に伴い廣田和也様に変更がありましたので、ご報告させていただきます。

また、教育分野の区分より委員をお願いされております国枝磨須美様は、池田町教育委員

から池田町教育長に就任されましたので、ご報告させていただきます。本日は、議事の終

わりに協議していただいております「人口ビジョン（案）」と「池田町版総合戦略（案）」

を１５時２０分頃、町長へ答申する予定をしておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、議事に入りたいと思います。まずは、本日の会議の流れを御説明申し上げま

す。本日は議題１「人口ビジョン（案）について」を事務局から説明をいただいた後、議

論したいと考えております。その後、議題２「ワークショップの活動報告」について、事

務局から説明いただいた後、質疑応答の時間をとりたいと考えております。休憩を挟みま

して、議題３「池田町版総合戦略（案）について」を事務局からの説明後、議論したいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、本日の議題の１つ目につい

て、事務局からの説明をお願いします。早田理事。 

 

（早田理事） 

 はい、それでは資料１の「人口ビジョン（案）」について説明させていただきます。座っ

て説明させていただきます。よろしくお願いいたします。前回の「人口ビジョン（案）」か

らの変更点を中心に、説明をさせていただきたいと思います。 

人口ビジョン、総合戦略につきましては、「いかに多くの町民の方々に見ていただけるか

が大切である」と、石破大臣や小泉元政務官から話がありました。そういった観点で、少

しでも読みやすいようにということで、前回細かい表ですとか、数字があるところがござ

いましたので、そういったところを修正させていただきました。内容につきましては、一

番後ろに飛びますけれども、池田町の目指す姿が９ページにございます。９ページの「５．

池田町が目指す姿～２０６０年に人口２０,０００人の活気溢れる町～」とありますが、こ

れが池田町の目指す姿でございます。そのために、２つの目標を達成したいと思っており

ます。１つ目が「目標１ ２０３０年に合計特殊出生率１．８０を実現する」ということ

でございます。合計特殊出生率１．８０というと、具体的に何人ぐらい子どもが生まれれ
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ばよいか、どれぐらいの方が結婚されればよいかという実感が湧きづらいため、出生数を

追加として載せました。具体的に申しますと、２０３０年の出生数が２２１名となれば、

合計特殊出生率１．８０を実現することになります。現在池田町では１８０名前後の方が

毎年生まれていますので、４０名程増えることを目指していきたいと思っております。も

うひとつ、婚姻率につきましては、２００８年から２０１２年における婚姻率の平均値が、

４．３％でございました。ただ全国的には５％後半ぐらいになっておりますので、池田町

としてはもう少し改善の余地があると考えております。具体的には、合計特殊出生率１．

８０を目指していくためには、婚姻率５．１％、これは婚姻される方で言いますと１１９

組を目指していきたいと考えております。これも現状の数字でいきますと、大体９０組前

後となっておりますので、もう少し増やしていく必要があります。 

１０ページをご覧下さい。目標の２つ目は「２０１５年から２０２０年という５年スパ

ンで見た時に、１０代・２０代・３０代の社会増減数プラスマイナスゼロ」であります。

何故１０～３０代に焦点を当てたかというところでございますが、社会増減について年代

別に分析しますと、実は４０代以降というのは今までの過去の推移を見ていきますと、そ

れほど大差はございません。一方で、１０代・２０代・３０代は、時代によってかなりバ

ラツキがございまして、プラスになっている年ですと、全体として社会増となっています

が、一方、マイナスになっている年になりますと、全体として社会減になっているという

ことで、特に池田町の場合だと１０～３０代の影響が大きいことがわかります。グラフ８

の「池田町における年齢別の社会増減数」というところで、色別に年代別の数字が出てい

ますが、１０～３０代まではバラツキがある一方、３０代以降は一定になっていることが

見てとれます。１０～３０代の社会増減プラスマイナスゼロというのを維持することで、

人口減少や少子高齢化に歯止めをかけていきたいと思っております。 

高齢化率については、１０ページ目をご覧ください。グラフ１１で、２つの目標を実現

することで高齢化が止まることが分かります。もし何も対策を取らない場合、この青い線

のように、どんどん高齢化率が上がってまいりますが、目標１、目標２を達成できた場合、

大体２０４０年頃に３２％代に入って、そこから横ばいになっていく、高齢化率に歯止め

がかかる姿になっていきます。こういった姿を目指していきたいと考えております。説明

は以上になります。よろしくお願いします。 

 

（岩谷座長） 

ありがとうございました。それでは、御質問や御意見のある方はいらっしゃいますでし

ょうか。 

 

（サンビレッジ 小林） 

 いいですか。質問や意見という訳ではないのですけれども、これはある意味で、こうす

ればこうなるという仮説みたいなものですよね。具体的にどうするかというのは、今から
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総合戦略の説明でお話されるのでしょうか。 

 

（早田理事） 

 具体的にどうするかについては、総合戦略の方で説明させていただきます。 

 

（岩谷座長） 

よろしいでしょうか。それでは概ね、２０６０年に人口２０，０００人を維持するとい

う基本方針については御賛同いただけたと思っております。今回の素案を最終案とするこ

とと決してよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（岩谷座長） 

それでは、最終案とすることに決します。それでは、本日の議題の２つ目である「ワー

クショップの活動報告」に移りたいと思います。事務局から説明をお願いします。早田理

事。 

 

（早田理事） 

はい、それでは「議題２ ワークショップの活動報告」について、説明させていただきま

す。「アイデア工房会議通信・池女会通信第４号（２０１５年１０月１５日）」と題されて

いる資料をご覧ください。こちらは、アイデア工房会議と池女会に参加してくださった皆

様にお知らせをした資料でございます。アイデア工房会議・池女会は、９月中旬の第５回

目をもって終了しまして、その後、９月２５日に中央公民館で合同発表会を開催しました。 

全部で、池女会の方では４チーム、アイデア工房会議の方では５チームあります。各チ

ーム、１つ２つ考えたプロジェクトを発表していただいて、皆さん発表している時の様子

は、とてもいきいきして楽しそうに話されている方がたくさんいらっしゃいました。その

時の様子が、後ろの方に写真をつけさせていだだいております。そこから出てきたアイデ

アは、１５のアイデアがございます。アイデア工房会議の方では１０のプロジェクトが、

池女会の方では５のプロジェクトが出てきました。これらについては、「議題３」としてあ

ります「池田町版総合戦略（案）」の方でより詳しく掲載しておりますので、後ほど詳しい

説明をさせていただきます。ここでは表題だけ紹介しますと、アイデア工房会議では、産

業チームから「６次産業化」のプロジェクトや、「IT・SNS を活用した特産品の情報発信」

のプロジェクトが出てまいりました。もうひとつ、「企業誘致計画の立案」をしていこう、

町として立案していこうというプロジェクトも出てまいりました。４番目については、前

回の有識者会議でいろいろアドバイスをいただきました観光についてのプロジェクトでし

て、それについてもひとつ形としてまとまっております。５番目は移住定住に関するプロ
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ジェクト。６番目は、職業体験・キャリア教育を新たにつくっていく、もしくは既存のも

のを改善しながら地域の児童・生徒に対して郷土愛を育めるような内容にしていこうとい

うものでございます。７番目、「子どもの居場所づくり事業」というのは、これは不登校対

策の一環として、不登校に悩まれているお子さんや、あるいは親御さんの居場所を作って

いこう、相談できるような場所を作っていこうという内容でございます。８番目の「街を

明るくするプロジェクト」、こちらは、現在池田町が夜になるととても暗い町なので、灯り

を灯したらどうだ、行灯を作ってみんなで町を飾ったら、すごく綺麗になって素敵になる

んじゃないか、というお祭りのようなプロジェクトでございます。９番目の「空き家ワン

コインカフェ」、そして１０番目の「ライフサポート強化事業」については、福祉チームか

ら出てきたアイデアでございます。これは、老人、お年寄りの方々が、年を取っても元気

で健康に、自宅で生活できる姿を目指しておりまして、そのためにも日頃からコミュニケ

ーションを取れる場所を月に１回、もしくはもう開催されているものもあると思います、

そういったものとは別に、日常的に集まれる場所をつくったらいいんじゃないかという意

見がございまして、それが「空き家ワンコインカフェ」でございます。「ライフサポート事

業」というのは、今町内でもNPO法人が実際にやっている活動でございますが、自宅にお

ける生活の困ったこと、例えばゴミ捨てであったり、庭の草むしりであったり、簡単な掃

除であったり、そういったことは自力でできない、だけど自宅で生活していたい、そうい

うご老人の方々をサポートする事業でございます。これをもう少し周知していって、より

多くの人に活用していただけたらどうか、という内容でございます。池女会の方では、５

つ出てまいりました。１１番目は結婚のプロジェクト、これは若者の出会いの場をもっと

つくっていこうという内容でございます。１２番目の子育てについては、これは子育てに

悩まれるお母さん、色んな不登校の子を抱えてしまったお母さんであったり、障がい児を

抱えるお母さんであったり、色んな立場を抱えているお母さんがそれぞれ悩みを抱えられ

ている状況がある中で、そういった人達が気軽に相談をできる場所、そういうのを経験さ

れてもう解決されたお母さんにとっては「あの時こんな情報があれば良かったのにね」と

いうような声がたくさんありました。そういう今まさに困っているお母さん達を助けられ

る場所、相談できる場所をつくっていきたいというのが「ママカフェ」というプロジェク

トでございます。１３番目の「達人から学べ！」、そして１４番目の「I love Ikeda」、１５

番目の「ショートフィルム・YouTube」というのは、これは日常生活 A チーム、そして B

チームから出てきたアイデアでございますが、池田町内における人と人とのつながりが弱

くなっているのではないか、あるいは、池田町民の方が、池田町の良さをいまいち認識で

きていなくて、情報発信が上手にできていないのではないか、そういったところから出て

きたアイデアです。例えば「町内にいる達人の方と参加者の方のつながりをつくっていこ

う」であったり、あるいは、「町の人達が町の良さを発見して、それを雑誌や、ショートフ

ィルム、簡単な動画のような形で、まとめて発信をしていったらどうだろう」という内容

でございます。９月２５日の発表会がありまして、一旦アイデアが出たというところでは
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終わったというところですけれども、もともとこの池田町の地方創生における特徴という

ものは、町の人達と一緒にプロジェクトを考え、考えたアイデアを一緒に実行していこう

というところが肝でございます。それが、他の市町村にはないところだと考えております。

なので、ここで終わりということではなくて、この１５のプロジェクトの内、７プロジェ

クトにつきましては、平成２７年度の、まさに現在申請している上乗せ交付金を活用して

やっていきたいと思っております。それを進めていくために、じゃあ町の人達と行政の人

達で一緒にやっていくにはどうすればいいんだろうか、というところを考え、動き始めて

いるという状況でございます。具体的には、裏面をご覧いただきますと、全１５プロジェ

クトの内７プロジェクト、全ページで下線が引いてあるものでございますが、これについ

ては２７年度中に実施していくために、各プロジェクトを担当する役場職員５名を決めま

した。この５名の人達がそれぞれのチームごとに、例えば「どういう形で町の人達を巻き

込みながら一緒にこのプロジェクトを進めていくか」というところを話し合って、まさに

今町民の人達、特に池女会とアイデア工房に参加してくださった人達なのですけれども、

「今度こういう打ち合わせをするのでやりませんか」というお声掛けがされているところ

で、今週から個別プロジェクトごとに少しずつ話が進んでいくという状況にあります。そ

ういった事業の進捗状況については、少しでも多くの皆様に知っていただけたらいいなと

思っておりまして、引き続き情報発信をしていきたいと思っております。以上が、ワーク

ショップについての報告と現状の説明になります。よろしくお願いします。 

 

（岩谷座長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、個々で御質問、または御意見等がありまし

たらお願いを致します。はい、馬田さん。 

 

（岐阜新聞 馬田） 

 岐阜新聞の馬田です。プロジェクト推進のために、町の職員の方を５名決めたとありま

すが、役職としてはどれぐらいの役職の方になるのですか。 

 

（早田理事） 

 その５名の構成ですけれども、リーダーは課長級の方です。例えば産業のプロジェクト

だったら、産業課の職員が１人入ります。もう１人は、池女会やアイデア工房でスタッフ

として入っていて、経緯を知っている人になります。あとの２人は、課の中のバランス、

どうしても事業毎に見ていくと、この課が多い、もしくは少ない、という偏りが出てきて

いますので、そのバランスを見て決めました。 

 

（岩谷座長） 

 他はいかがですか。はい、廣田さん。 
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（中日新聞 廣田） 

 中日新聞の廣田と申します。８月からこちらに赴任しました。よろしくお願いします。

町民からアイデアを募ると言いますと、来年度、再来年度以降はどういう計画があるので

しょうか。 

 

（早田理事） 

池女会・アイデア工房については、参加者の皆様からは「ずっとこういうのがあるとい

いね」という話がありました。来年度、同じような形でこれをやるかどうかというところ

は、まだ決めていません。と言いますのも、１５プロジェクトが上がっておりまして、そ

れを実際に実施していくことが大切だと思っています。その１５がまだきちんとできない

中で新たにこうアイデアの募集をしてやるとなると、生煮え感があるのかなというところ

を懸念していますので、来年度以降どういう形でこういう会をやっていくというのは、今

後の検討課題とさせていただきたいと思っています。 

 

（岩谷座長） 

 はい、よろしいですか。他、いかがですか。はい、小林委員。 

 

（サンビレッジ 小林） 

 前のこの「職業体験・キャリア教育を通じて郷土愛を育む」とありますけれど、すごく

良いと思うのですが、それで郷土愛を育むというのがわからなくて、そこで職業体験とか

キャリア教育だと、自分の将来とか町の仕事とかを勉強しますね、それで結果的に郷土愛

が生まれるかもしれないけども、あくまでも児童生徒が自分の適性とか興味とかできるこ

ととか、それからそれを発見してくれた大人達とのコラボレーションの過程で、大人に対

する信頼感とか、感謝の気持ちとか、そういうのを学ぶのかな、と思ったんですけど、急

に郷土愛と出てくるのは、どういうことなのでしょうか。 

 

（早田理事） 

 はい、小林委員がおっしゃることと、ニュアンスはすごく近いんですけれども、子ども

たちが池田町でいきいきと格好良く働いている大人に接して、池田町にはこんな仕事があ

るんだ、こんなに格好良く活躍している人がいるんだ、というところを知っていくことを

通じて、池田町ってすごいね、池田町に恩返ししていきたいね、そういう姿を目指してい

きたいと思っています。その郷土愛というのが、結果的に生まれるものだと思います。 

 

（サンビレッジ 小林） 

 そういう目的でなくって、あくまでもキャリア教育等の成果で、地域をよく知るとか、
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仕事を知るとか、そういうことですか？ 

 

（早田理事） 

 そうです。この事業の目的は、子どもたちの将来の選択肢の１つとして、池田町がある

んだということを知ってもらうことです。 

 

（サンビレッジ 小林） 

 わかりましたけど、こういう書き方がいいのかなとは、思いますけれども。 

 

（早田理事） 

 はい、わかりました。 

 

（岐阜大学 富樫） 

 じゃあ、よろしいですか。 

 

（岩谷座長） 

 はい。 

 

（岐阜大学 富樫） 

 岐阜大学の富樫ですけれども、他の町も少しこういう会議にも関わらせていただいてい

るのですが、やはりこの池田町の場合には、住民皆さんの手で話し合って、町とも一緒に

なって、計画をつくりあげるというようなところが、非常に画期的な形でないかなと思っ

ています。それで、もう少し希望というか、提案というような形なのですけれども、この

ような町民の皆さんとか、とりわけ女性の皆さんの活動等を、是非今言われたように、子

どもさん達にも知って欲しいと思います。自分の親や回りの人達が、こういう形でまちづ

くりに取り組んでいるということを、小学生、中学生、高校生、大学生はちょっと微妙で

すけれども、そういう人達が知ることで、「じゃあ自分たちもできるんじゃないか」と、将

来色々就職したり、どっかに学びに行くことがあったり、また池田でこういうふうに頑張

れるんじゃないかという形を、文字通り目の前で見せてくれるんですね、是非そういう形

につないでいただければ、この活動を次の世代に受け継いでいただけるのかなと思います。

それから提案の中で、子育てとか結婚もあるかもしれませんし、先ほど小林先生が言われ

た通り、人口の推計の数字と、実際に個々の住民がどこに住むとか、誰と一緒になるだと

か、どこで子育てをするだとか、そういう具体的な姿ですよね、数字は数字でこういうの

を目指したいとなるのですが、それは１人１人がこうやっていくことの積み上げの上に、

先ほどの数字が出てくるわけですから、人口ビジョンは人口ビジョンで、総合戦略は総合

戦略でつくるのはつくるのですけれども、それをもう少しリンクする形になって、イメー
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ジが具体化されるといいんじゃないかなと思います。とりわけ、池女会のように、若い女

性の人達がここにいるということが、今の消滅可能性自治体にならないための一番のポイ

ントです。一番大事なところですので、そこが一番活かせるといいんじゃないかなと思い

ます。 

 

（岩谷座長） 

 はい、有り難うございました。他、いかがですか。はい、竹中さん。 

 

（民生委員 竹中） 

 民生委員の竹中と申します。先回の報告を、全てのグループでなかったのですけれども、

聞かせていただいて、非常にこう何回もミーティングやられて、何人かの方が色んなアイ

デアを出されて、非常に聞いていて、面白いと言ったら語弊があるかもしれませんが、色

んなアイデアをつくっていただいているなと思いました。色々聞かせていただく中で、過

去にあまりそういうことを考えていなかったようなことがあったりすると、とは言ったっ

て「そんなことできるんかな」等と思ったこともあるのですけれども、池女会等とかでメ

ンバーが最終的に集まった方が、例えば自分から集まって手を上げた方ばかりなのか、あ

るいは「お願いされてやっているよ」って集まっている方なのかね、そのへんは私、全体

は分からないのですけれども、ただせっかくこういう良いアイデアを考えているという中

で、要するに「池田町の将来のために本当に面白いことやろうよ」ということを、町民に

広く宣伝する必要がある。それこそ自分から手を上げて、「私もそのグループに入りたい」

と言うような人が出てくるような、宣伝というのですかね、そういうところをもう少しや

っていくとこう全体的に盛り上がるのではないかなと思います。私も色んな会だとかグル

ープだとかに参加させていただいているのですけれども、どちらかというとそれぞれ単独

で行事とかをやっているというのが現状なのですが、今回の計画の中に「全員一丸となっ

てやってこう」という中で、具体的なことを進めていこうとなると、やっぱり町民みんな

が、そういったことを承知していることが良いことじゃないのかなというふうに思います

ね。ぜひ広報等、考えていただきたいなと思います。 

 

（早田理事） 

 PR につきましては、富樫委員からも子どもたちに是非というご提案がありましたので、

そういったことも含めて、町のあらゆる機会で PRできるようにやっていきたいと思います。 

 

（岩谷座長） 

 他、いかがですか。よろしいですか。このワークショップの報告に関しましては、報告

を了とさせていただいてよろしいですか。それでは、了とさせていただきます。ここで５

分程度、１４時５分まで休憩とさせていただきたいと思いますがよろしいですか。では、



9 

休憩とさせていただきます。 

 

【休憩】 

 

（岩谷座長） 

それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議致します。本日の議題の３つ目である「池

田町版総合戦略（案）について」ご説明を願いたいと思います。早田理事。 

 

（早田理事） 

 はい。それでは議題３「池田町版総合戦略（案）」について説明させていただきます。こ

ちらが今日の本題となると思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、

ちょっと丁寧に説明させていただきます。１ページ目をご覧ください。目次からいきます

と、全部で６章の構成にしております。第１章では総合戦略策定の経緯として、何故今回

これを策定することになったのか、という経緯を記しております。第２章では、池田町に

おける総合戦略策定の進め方ということで、じゃあ池田町ではどうやったのかというのが

第２章でございます。第３章は、池田町をとりまく現在の話題について記しておりまして、

これらを受けて第４章では池田町が目指す大きな方向性について記をしております。その

方向性に沿って、具体的にプロジェクトをどうやって進めていくのか、ということが第５

章に記しております。各プロジェクト、１５プロジェクトが個別にバラバラバラとしてい

ると、ちょっとイマイチまとまり感がないというところがありましたので、前回中日新聞

の加藤さんであったり、富樫先生であったり、ご指摘があったように全体的なストーリー

が見えるといいねというところについて、最後の第６章の「終わりに」というところで、

姿を示しております。こういった構成になっております。まず第１章、１ページ目のとこ

ろからまいります。総合戦略策定の経緯として何故地方創生が出てきたのかというところ

でございます。こちらはみなさんご存じのとおり、２０１４年、昨年の５月に元総務大臣

であった増田寛也が２０４０年までに約半数の８９６体の自治体が消滅するという衝撃的

なレポートを発表しました。これは具体的な自治体名も公表されまして、それがショッキ

ングなニュースとして広まりまして、そこから先、安部内閣においても「地方創生は最重

要課題である」という発言が随所でなされました。そして国の方でも、２０１４年の夏に

地方創生担当大臣が設置されまして、新組織である「まち・ひと・しごと創生本部」も立

ち上がりました。さらには１１月には法案が成立し、国版の総合戦略が策定され、今年度

中に人口ビジョンと地方版総合戦略を策定するように努めなさいと言われました。こうい

ったものが今回契機、発端となっております。よく石破大臣がこれまでの地方施策と今回

の地方創生となにが違うのかというところを話しています。田中角栄内閣の「日本列島改

造論」、あるいは大平正芳内閣の「田園都市国家構想」、竹下登内閣による「ふるさと創生

事業」がございますが、これらがあった時代というのは、まさに高度成長期、人口は右肩
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上がり、土地の価格も上がり続ける、経済も発展し続ける、そういう時代でした。ただし、

今は２０１１年以降、日本の総人口というのは、ついに頭打ちから減少に入り始めました。

今後、どんどんどんどん、人が減っていきますと、２１００年には５０００万人を割り込

む推計もされています。こういったちょっと時代背景が違っておりまして、もしここで何

もしなかった場合、国家の三要素である、領土・国民・主権、このうち国民がいなくなる

ということは、日本国が無くなることだ、という危機感を持って、各自治体が取り組んで

いく必要がある、そういう強い決意と覚悟が今回あるということがこれまでのものと違う

ところでございます。これまでが覚悟がないということではないのですけれども、時代背

景が違うというところが大きく違うところでございます。地方創生については、３つの基

本的視点・目的がありまして、１つ目は東京一極集中の是正、２つ目は若い世代の就労・

結婚・子育ての希望の実現。３つ目は地域の特性に即した地域課題の解決でございます。

これをやるために具体的にどうやればいいんだという４つのポイントがありまして、１つ

目は産・官・学・勤・労・言・住民の、幅広い参画を得ながら総合線戦略を策定すること。

２つ目は勘・経験・思い込みではなくて、データに基づいて地域課題を抽出し、総合戦略

を策定すること。３つ目は施策目標を数値として設定し、その進捗状況を検証して、改善

する仕組みを確立していくこと。４つ目は、各地方公共団体がそれぞれの取組ではなくて、

連携しながら取り組むことも視野に入れていくこと。こういったことが、ポイントとして

示されました。それを受けまして、２ページ目に行きまして、池田町ではどうやってきた

かというところでございます。池田町では平成２２年に「第５次池田町総合計画」を策定

しました。そして、岡崎町長はよく「まちづくりは、ひとづくり」という言葉を随所で発

言しております。「第５次総合計画」でも「いきいきと市民がつながり、夢が持てる自然都

市」を目指していきますと、されております。こういったものを目指したものとして、具

体的なこういったものにつながるようなプロジェクトをここでもやっていきたいと思って

おります。計画年度については、平成２７年から３１年、国が示している５年間と合わせ

ております。池田町における実施体制としては、皆さんにご説明させていただいたワーク

ショップを開催しながらやっているというところが大きな特徴でございます。そこで出て

きたアイデアを役場、あるいはこの場で皆様と一緒に磨きながらまとめていく、そういう

形をとっているところでございます。３ページ目につきましては、具体的な「アイデア工

房会議」と「池女会」のスケジュール、そして進め方のところでございます。「アイデア工

房会議」では、ご存じの通り、教育・福祉・産業・観光・移住定住という５つのテーマを

扱いまして、全４０名の方に応募していただけました。「池女会」の方では、結婚・子育て・

日常生活というテーマで、２８名の女性の方々に出席をいただいております。これを９月

２５日に発表会をしたところでございます。続きまして４ページをご覧ください。池田町

をとりまく課題でございます。「アイデア工房会議」「池女会」の意見、特に各チームから

よく出てきたなあという印象的なものを３つ上げさせております。１つ目、池田町民が町

のことを当たり前と捉え、良さに気づいていないため情報発信が苦手であるというところ、
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２つ目は多世代間など、人と人とのつながりが弱いと感じている方がいらっしゃるという

こと、３つ目は農業などの稼ぐ力が弱くて、担い手が減りつつあるというところ、でござ

います。一方、地域経済分析システムという国が各自治体に情報提供しているビックデー

タがございます。こちらを分析しまして、できたというものが人口ビジョンでも示しまし

たことでございまして、池田町の人口減少というのは社会増減より自然増減によるものが

大きいこと、自然減が進行する原因として、特に池田町の場合ですと婚姻率が低いこと、

そして池田町の社会増減層は１０～３０代の影響が多いこと、これは観光の話になるので

すけれども、休日の池田町における滞在人口、滞在人口というのは２時間いれば滞在人口

としてカウントされるものなんですけれども、桜が見頃となる３月頃というのは大体４万

９千人おります。一方で、他の月を見ていきますと、大体４万人前後から４万５千人ぐら

いまでということで、１～２割減っているという状況が見えました。こういったデータに

基づいて、先ほど人口ビジョンと総合戦略をどうリンクさせていくかが大切だという話が

ありましたが、こういう現状に基づいてプロジェクトをやっていきたいと思っております。

３つ目は、この町が実施した調査というのは、「第５次総合計画」の中間見直しの年にちょ

うど今年当たっておりまして、その時に調査をし直したものがございます。その結果を見

てみますと、１つ目では身近で目標とする大人がいると思っている小中学生の割合が減っ

ていたり、あるいは地元で働きたいと思っている若者の割合が、もともと６．３％と低い

割合だった数字が、更に３．２％と低くなっていたりすること。さらに３つ目では子育て

中の人で相談にいける場がある人の割合が減っていること、４つ目が、退職者が日常的に

行ける場所があると思っている高齢者の割合が減少しているということが見て取れました。

そこで池田町としては、どういう姿を目指していくか、というところでございます。大き

く５つの柱を考えております。１つ目は、池田町に仕事をつくり、町民が安心していきい

きと働けるというところでございます。こちらは平成２４年の総務省・経済産業省がまと

めている経済センサスというデータがございまして、２０１２年における池田町の従業者

数というのは７５５０人でした。実はこの３年前の２００９年というのは、８５００名ほ

どおりました。この３年で、何がちょっとあったのか、私もまだ謎なんですが、約１００

０人ぐらい減っているというところがございます。そこに歯止めをかけて、２０１８年今

から３年後の時に、またデータが出ますので、そこで８０００人というところをしていき

たいと思っております。そのためにやることというのは、「６次産業化」第１次産業と加工・

販売業者をマッチングして収益を稼いで仕事としてなりたつようにしていくこと。２つ目

は、IT・SNS を活用した特産品の情報発信、３つ目は企業誘致計画の立案でございます。

５ページ目をご覧ください。２つ目の柱としましては、町民が町に愛着を持ち、PRできる

ようになることで、新しいひとの流れをつくるというところでございます。２０１３年に

おいて、「岐阜県観光入込客統計調査」によりますと、池田町は１０２万人来ております。

実は５番目にもつながる話なのですけれども、池田町だけではなくて、西濃全体として観

光に力を入れていこうということで、西美濃観光協議会というものがございます。そこで
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も、西濃地域における観光客数のUPをしていきたいというふうに考えておりまして、そこ

に池田町が貢献する一条となるように、観光客数を、１０４万４０００人を目指していき

たいと思っております。具体的なプロジェクトとしては、「池田山を活用した体験交流ツア

ー」の実施、そして情報発信のこの３つのプロジェクトを考えております。３つ目の柱と

しましては、若い世代の結婚・子育ての希望を叶えるというところでございます。この目

標としては、合計特殊出生率を実現したり、あるいは婚姻率を上げるというところを考え

ています。このためにどういうプロジェクトをやっていくか、というところで、１つは結

婚に焦点を当てた「まる和プロジェクト」。これは若者のコミュニティを活性化、若者が集

まる同窓会であったり、イベントであったり、そういう場をつくっていくことで、出会い

の機会を増やして、結婚につながるチャンスを増やしていこうと、そういう事業でござい

ます。もうひとつは、「ママカフェ」誕生から自立まで子どもと親に寄り添う場づくりとい

うもので、これは子育ての悩みの解消を目指して、池田町は子どもを産みやすいんだ、２

人目、３人目も大丈夫なんだ、そういうまちづくりを目指していくための事業でございま

す。４つ目が中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域をつくるというものでござい

ます。中高生と社会をつなぐというのは、まさに先ほど小林委員からもご指摘があった、

キャリア教育や体験教育の授業を通じて、池田町の子どもたちに池田町での仕事、あるい

は西濃地域も含めて視野に入れて良いと思いますが、そういった仕事を知っていただくと

いうことを通じて、１０～３０代の社会増減数、東京や名古屋に出る子どもたちを少しで

も池田町やこの地域の仕事の良さを知ってもらって、歯止めをかけるということをやって

いきたいと思っております。５番目が、広域連携により圏域の新たな魅力をつくるという

ところでございまして、こちらは西美濃地域に共通して３市９町連携をして取り組む内容

でございます。続きまして、第５章でございます。６ページにまいります。前回の有識者

会議では、平成２７年度にやる予定だという、７つのプロジェクトがあるという話をさせ

ていただきました。それについて、前回その概要をお伝えさせていただいたところでござ

います。それに加えて、プラス８、今回加わっていますので、１つずつ、順に見てもらい

ます。１つ目につきましては、これは第１次産業と加工販売業者とのマッチングの促進を

するというものでございます。この背景としては、町内の第１次産業のデータを見ていま

すと、販売金額も従事者数も減少していることが分かりました。そのために、これを防ぐ

１つの方法としては、生産者の取得を増やすために、６次産業課をするということが考え

られるのですけれども、現在の第１次産業者の方々は、加工や、販売については専門外で

あるというところで、そこが自力でやることが困難だという話がありました。そこでその

役場は、生産者、加工業者、販売業者のマッチングを進める機会をつくって、付加価値の

向上や、販路開拓を目指すものでございます。具体的にやる内容としては、これは来年度

以降取り組みたいと思っている内容でございますが、まずは町内に第１次産業従事者の

方々に、６次産業化のことをまず話し始めるところから必要があると思っております。こ

れを実際にやっていくとなりますと、本当に池田町だけでやるのがいいのか、もしくは名
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古屋のような場所でマッチング会が実際に行われていて、いろんな町と協同しながらやっ

ていくというようなケースもありますので、そういったやり方も探りながら、マッチング

会への参加を加工業者・販売業者にも呼びかけていきたいと思っております。これの目標

としましては、１番下に解決した姿、KPI というものがございます。最終的な目標として

は、農産物の販売金額、１事業所あたり、経営体あたりの金額が今は１４３万ですけれど

も、１割アップをまずは目指していきたいと思っております。働く人の数も２０１２年の

６８名というところなんですが、これも少しずつ積み重ねていって、１～２割アップの８

０人を目指していきたいと思っております。すみません、６ページの下にタイトルが入っ

てしまっていますが、２つ目の事業は IT・SNSを活用した特産品の情報発信でございます。

こちらは２７年度にやるものでございます。これは前回説明した内容から、変更はござい

ません。販売をする情報発信をするサイトの構築を通じて、販売手段を増やしていきたい

と思っております。次に、８ページ目をご覧ください。こちらは来年度以降に取り組みた

いと考えているものですが、企業誘致計画の立案でございます。税収増、あるいは雇用の

確保を目指す施策として、企業誘致はひとつの大きな手段であると考えられます。これま

での企業誘致というのは、個別的な話が発生した時に、「じゃあどこがいいかな」という検

討をしながら、という町の姿勢だったのですけれども、今後は町から企業に対して積極的

に提案をしていく必要があるのではないかという話がありました。それをするためにはま

ず企業の方々が求める情報であったり、国や県がどういう支援メニューがあるかというこ

とであったり、池田町に呼んでくる場合、どういう土地が考えられるかというところを整

理した上で、ターゲットを絞って提案をしていくということが大切だと考えられます。そ

れをするための情報整理や、計画をきちんとつくって、実際に誘致活動をやっていくとい

うところが、この事業の目指すところでございます。続きまして、９ページ目をご覧くだ

さい。こちらは「いい塩梅のまち」池田山を活用した体験交流ツアーの実施と、しており

ます。前回、特に長野委員からは、観光についての色々なアドバイスをいただきました。

その中で、今の観光というのは、体験・交流・学びが重要なんだよと、農業体験という話

もあるし、国についてもいろいろな補助があるんだという、そういう話がありました。こ

のチームではその後に、じゃあ具体的に池田町でどういうツアーができるかというところ

をいろいろ考えてきました。その中で、春だったらこういうもの、夏だったらこういうも

の、という季節別、さらに若い方々に向にはこういうもの、年配の方々向けにはこういう

ものという年代別にプロジェクトを考える、ツアーを考えるというのをやっていきました。

このプロジェクトの目指すところというのが、少しでも池田町に体験・交流で訪れてくだ

さる方を増やして、そういった方々が池田町で使う観光消費額を増やしていきたいという

ところが目的でございます。そのために何をやるかというと、色々ツアーコースの案とい

うのが今出てきているところなんですけれども、それを実際に形にしていくところが今後

必要となってくると思います。さらには、そのツアーを担う、案内をするガイドさんを育

成していく必要があると考えております。それを今年度中にやりまして、実際にツアーを
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展開するのは来年度からという風に考えております。このプロジェクトの目的としては、

最後の目的として西濃地域の観光消費額、これが２０１３年では２,３６５円とかなり少な

い数字なのですけれども、岐阜県で見ると大体３,５００円後半ぐらいございます。それぐ

らいの水準までを目指していきたいと思っております。飛騨高山はもっと高い数字なので

すけれども、まずは岐阜県のところからと考えております。続きまして、１０ページ目を

ご覧ください。こちらは、移住定住についてのプロジェクトでございます。実はこのプロ

ジェクトについてはまだ生煮えの状態でして、今後具体的にどうやるかというのを話し合

っていきたいというのが、アイデア工房会議の参加者からは話が出ています。一旦ここで、

形で、こういう話が出たよというところについては、紹介をします。池田町の情報発信が

分かりづらいということであったり、移住してくる方向けのコンシェルジュ、いろいろサ

ポートしたり、相談に乗ったりという方がいたらいいのではないかという話がありました

ので、それが一案として今挙がっております。これをこう、今後具体的にどうやっていく

かというところをさらに話し合っていきたい。それに目標に伴って進めていきたいと考え

ています。続きまして、１１ページ目をご覧ください。こちらは「I Love Ikeda」町民によ

る池田の魅力の発信でございます。これについては前回お話をさせていただきまして、平

成２７年度に実施をしていきたいと思っております。これは池田町の良さを町民が自分た

ちでレポートをして、写真なり記事なりを、町で形で投稿しまして、それを編集委員、町

民の方の協力を得ながらと思っているのですけれども、編集委員の方々が編集作業を進め

て、情報誌にまとめたいと思っております。情報誌のイメージとしては、大体４ページと

か８ページのミニ版の雑誌でございます。例えば、るるぶですとか、そういったものがあ

ると思うのですが、そのご当地版のようなイメージをしております。これについては目的

としては池田町民に池田町の良さを知るというところが最大の目的となりますので、知っ

て、それを進めたいと考える人の割合が７０％になるというところを目指したいと思って

おります。続きまして、１２ページ目をご覧ください。「ショートフィルム・YouTubeなど

で池田町をアピールしよう」という事業でございます。これは情報発信という一面もある

のですけれども、一番の目的としては、町民同士のつながりが弱いというのは、オリジナ

ルイベントが少なくて人とつながるチャンスが少ないからという意見がありました。そこ

れ、オリジナルイベントのひとつとして、ショートフィルムコンテストを開催したいと思

っております。ショートフィルムコンテストを開催する時に、どうやって人と人との交流

を踏んでいくかというところなんですけれども、ショートフィルムというのは、「I LOVE 

IKEDA」の雑誌を投稿しよう、記事を投稿しようというように、お気軽、簡単にできるも

のではございません。まずは、やり方を知るところから始まりますので、動画の編集の仕

方についての講習会、あるいはその専門的な勉強会というのを開催しまして、そこで参加

者同士がつながれるような形にしたいと思っております。さらにその撮影をしていく過程

での交流であったり、あるいは完成した後の上映会であったり、そういうところで参加者

同士がどんどんどんどんつながれる機会を作っていきたいと思っております。出来た作品
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については、せっかくなので町民の方はもちろん、町外の方にも発信して、「池田町ってこ

んなところなんだよ」というのを広く発信していきたいと、思っております。これについ

ては、例えばなんですけれども、池田町に毎年転入してくる方、大体７００人ぐらいいる

のですけれども、そういった方に「この動画ご覧になりましたか？」というところを聞い

てみて、「ああ、見たよ」という方が少しでも増えればいいということで、そういった方が

大体６割、４２０人いればいいなという目標を設定しております。続きまして、１３ペー

ジをご覧ください。こちらは、婚姻率５．１％を実現するために特に肝となる事業、池田

町の女性の結婚対策が大事だよというのは、松本委員であったり、石田委員であったり前

回お話があったと思うのですけれども、そこの根幹を成すプロジェクトだと考えています。

これについては、今、町がやっている結婚相談所とか婚活パーティというのは参加しづら

いという意見が、あるいは「婚活」という言葉そもそもが嫌だという女性目線での意見が

ありまして、それを受けてじゃあどうやったらやりやすいか、というところで同窓会とい

うアイデアが出ました。そこまでは前回お話しをさせていただいたところなのですが、こ

の課題は同窓会１回きりで終わったらその後本当に結婚に繋がるの？というところが３回

目以降の中心でした。そこで１回きりで終わるのでは無くて、きっかけとしては同窓会の

ように集まりやすい場がいいな、というのも、その後は例えば季節毎に茶摘みやバーベキ

ューとか肝試しとか、いろんな季節毎のイベントをやって、度々年に２～３回集まれる機

会をその学年で作っていったらどうだろうという話がありました。それを実際にやってい

くとなると、同窓会を１回企画するだけでも大変です。継続的にそのイベントを実施して

いくためには、同窓会応援実行委員会というそういう組織が必要となってくるねという話

がそのチームでは挙がっておりまして、実行委員メンバーには池女会の人であったり、役

場の人達も入って協同しながら、最初はやっていきたいと考えております。まずは今年度

中に、同窓会を２学年絞ってやりたいと考えております。まずは２５歳、３０歳というと

ころに絞ってやっていきたいと思っております。最終的な目標としては婚姻率を１００名

程度、１年間で目指していきたいと思っています。続いて、１４ページをご覧ください。

こちらはママカフェでございます。背景としては、池女会の子育てチームから、出てきた

話なのですけれども、子育てに悩んだ時にどこに相談しにいったらいいか分からない、子

どもの年齢が上がるにつれて相談相手が変わって、子どもの情報が引き継がれないという

意見がありました。このため、この子どもの誕生から自立まで子どもと親の成長に寄り添

ってくれる存在が必要だという話がありました。これにつきましては、来年度以降実際に

やっていく話でございますが、今年度中から、実は池女会の参加者は「ここで止まってし

まうのはもったいない」、「自分たちでやれることをやりたい」という話が出てきまして、

まずは自分たちでできることとして、どういった場所でどんなことができるかなという内

容を、もっと２７年度中に町民達だけでまず集まって、話し合っていこうという動きがあ

ります。そういった中で、来年度以降、実際どう形にしていくかというところにつなげて

いきたいというところでございます。これについては、前回の有識者会議の時に、シング
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ルファーザー、シングルマザーの方を救えるような、そういうものもあるという話があり

ました。実際、片親で子育てに悩まれている方がたくさんいる、そういった方が気軽に相

談できる場所が欲しいという願いを叶えるものになると思っております。続きまして、１

５ページ目をご覧ください。これは、職業体験・キャリア教育の充実を通じて、児童生徒

の郷土愛を育むというものになっております。これは、プロジェクト名については、町民

の方が作ったプロジェクト名をそのまま使っているという形にしております。これについ

ては、最初の発端は池田町の児童生徒から、自分のお父さんお母さんがどのような仕事を

しているか、機会が少ないという意見から始まりました。また先ほどご紹介したアンケー

トでも、目標とする大人が少ない、あるいは地元で働きたいという場所が分かると思って

いる若者が少ないということが分かりました。そうすると、将来子どもたちが池田町の仕

事を知ることもなく、町外に出て戻ってこないということにつながる可能性があります。

これまでキャリア教育が全く行われてなかったかというと、そんなことはございません。

中学でも、実際行われております。ただ全生徒を企業に送り込むということは、学校現場

にとって非常に大変なことで、日程調整で誰を送るかということは非常に大変だというの

が現状であります。このため、学校側と企業の間で、子どもたちをそこに送って、どんな

学び、どんな体験をすればいいかという話し合いが十分にできていない、子どもたちも行

ったけど、大事なところが見ることができないまま帰ってしまった、あるいは受け入れる

側も、子どもたちが来たけども何をさせたらいいのかよくわからない、そんな声が実際あ

りました。そういったちょっとギャップの解消をする１つの方法として、キャリア教育コ

ーディネイターという専門の方を配置して、キャリア教育がよりその本来の目的達成とな

るような形にしていきたいと思っております。最終的な目指す姿としては、将来池田町で

働きたいと思う中３・高３生の割合を増やしていく。少なくとも今の倍以上に増やしてい

きたいと思っております。続きまして、１６ページをご覧ください。「子どもの居場所づく

り事業」でございます。これにつきましては、まだ具体的な内容については今後決めてい

くというものでございます。背景としては、不登校の子を持った母親から悩みを相談でき

る場がない、あるいは不登校に対する地域の理解が足りない、もしくは学校と両親との意

思疎通が難しかったという意見がありました。不登校に対して、地域全体での支え合うよ

うな仕組みの１つとして、子どもの居場所づくり、学校に通う以外の、不登校の子が居ら

れる場所をつくっていくというものでございます。これについても、どういった場所で、

どういうことを、誰がやるかという所については、まだ煮詰まっていないものですので、

これは今年度中にさらに話を進めて、その上で具体的な目標を設定したいと思っているも

のでございます。続きまして、１７ページ目をご覧ください。これは、「達人から学べ！」

で、町の達人と町民の交流の場づくりでございます。つながりが弱くなっている、既存の

地域コミュニティには参加しづらいという声がありましたので、体験・学習・文化という

視点で、様々な分野での達人を発掘して、達人と町民が触れあえる機会をつくるというも

のでございます。これは２７年度に進めていきたいと思っておりまして、具体的には１０
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講座程、まず達人を、発掘をしまして、「おんぱく」のような形で 1つのパッケージとして

１～２ヶ月の期間の中で、順々にやっていく。参加した人達が、中には「このプログラム

が面白かった」「この先生すごく魅力的で、今後また会いたい」と、そうなった時に、今池

田町の中で、文化講座が約２５０講座あるのですけれども、そういった、ある講座に、続

けて参加していく、そういうふうになったら良いという風に考えております。続きまして、

１８ページ目をご覧ください。こちらは先ほどご説明をした、「街を明るくするプロジェク

ト」で、行灯で町を照らそう、町が暗いので行灯で町を照らそうというものでございます。

これについても、誰が、どういう基準で、どこでやるかというところについては、まだ具

体的に決まっていないので、今後詰めていくプロジェクトでございます。続いて、１９ペ

ージ目をご覧ください。「空き家ワンコインカフェ」でございます。これは高齢者の方々が

日常的にいられる居場所をつくるコミュニティづくりをするというものでございます。こ

のために町はまず活用できる空き家を調査して、カフェになりそうな候補地を探していこ

うと思っています。さらにはそのワンコインカフェ、こういうカフェを運営して下さる方

を募集をしていきたいと思っております。そのカフェを中心として新しいコミュニティが

生まれて、高齢者を日常的にコミュニケーションを取れる場所が増えて、人と接する機会

が増えるそういう町を目指していきたいと思っております。続いて、２０ページ目をご覧

ください。こちらは「ライフサポート強化事業」で、先ほど説明をしました、日常的に、

日常生活で困っている高齢者がおりますので、こういった方をサポートする事業が、既に

NPOの方がやってらっしゃるんですけれども、もとこれを知っていただいて活用して欲し

いところがありまして、そうすることで高齢者の方々が、自宅で歳をとってもずっと元気

に過ごせる、施設に入らなくても過ごせる、そういう姿を目指していきたいと思っており

ます。２１ページ目をご覧ください。「広域連携による新たな魅力をつくる」というところ

でございますが、「国内・海外プロモーション事業」西美濃３市９町連携して取り組んでい

くものでございまして、西美濃の知名度向上、観光客の増加を目指して、事業を実施して

いきます。あと、「ツール・ド・西美濃事業」、これはつい先日ございましたが、これを開

催をして活性化を図っていくというものでございます。最後に、これは今、長々とすみま

せん、説明してまいりましたが、こちらがですね、まとめますと、これは池田町の大きな

課題は３つあると考えています。１つ目は、町のことを当たり前と捉えて、良さに気づい

ていないこと。２つ目は、人と人とのつながりが弱いと感じる人が多いこと。３つ目は農

業の稼ぐ力が弱くて、担い手が減りつつあるということです。これを解決していくことで、

町の大人達がまず元気になるということを目指していきたいと思っております。そうする

と、町の大人が元気になっていくと、その姿を見ている町内の中高生、子どもたちは自分

たちも池田町で活躍していきたい、自分も恩返ししていきたい、というふうに愛着が深ま

っていって、町内での職業を選択肢の１つとして考えられるようになると考えています。

そうすると、町内で就職すると、今度は結婚という話が出てきますので、結婚できる同世

代の人が集まれるような機会をつくることを次にやっていきたいと思っております。さら
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に、結婚すると、今度は子育てというのが出てきますので、子育ての悩みが気軽に相談で

きる場所があることで、安心して子育てができて２人目３人目も産もうというふうにつな

がる姿を目指しています。最後、歳をとっても、地域の人とつながりながら、健康に自宅

で過ごせる生活ができる、そういう姿を実現していくことで、最後２２ページ目に、図が

ございます。池田町の大人が元気になるというところが土台として、子どもからご老人ま

で皆が元気になっていくような、循環していくような、善循環を作り出していきたいと思

っております。以上で、説明を終わります。 

 

（岩谷座長） 

 はい、ありがとうございました。今、早田理事の方から「ここから本題だ」というよう

な話がありました。ここからが本題でありましょう。皆様から多種多様なご意見をお聞き

したいと思います。小林委員いかがでしょうか。 

 

（サンビレッジ 小林） 

 はい。結婚できたらいいんですけど、国の統計とか社会学的な分析だと、大体結婚でき

るかできないかは、年収で決まります。４０歳までの結婚している人の割合は、年収２０

０万円サラになると４０％。これが４００万円や５００万円以上になりますと８０％です。

だから、それからもう１つ、格差をつけないで男女が同じように働ける、こういうところ

では、何で結婚しないかというと、結婚したら、出産したら、女性は自分の仕事を辞めな

きゃ行けないといけなくなる。そうすると、自分が辞めるもんだから働いてほしいと思う

もんだから、旦那に年収をかさ上げして言うんですね。そうすると５００万とかなってく

るん。だけど、それに該当する男性は、日本の男性の４分の１となります。ですから、男

女が同じでなければ、就労・結婚ができる、そうすれば男性がどうしても年収が低くても、

結婚の見通しが立つ。ということは、男は仕事、女は家庭という風な考えに凝り固まって

ますと、女の人は男の年収をどんどん上げてかないと結婚してくれない。２００万以下だ

と４０％しか結婚できませんから。池田町の場合は、多少生活費が安くすむので、まあ４

００万ぐらいでも８割くらいはいくかもしれないけれど、そういうことなんですね。です

から、男と女が安心して働けると、女性だけが仕事辞めなくても済むと、男性だけが稼が

なくてもよくて、尚且つちゃんとした１５～２４歳までの非正規雇用率がすでに５１％な

んです。非正規雇用ということはそういう場合、年収が２００万になってしまう。そうい

う根本的なところがあるので、出会いの場をたくさん作ろうが作ろまいが、作らないより

も作った方がいいんですけれど、そういう根本的な問題がありますね。だから、教育と、

結婚と、出産・子育てが、全部一致、私の中ではつながるんですけれども、やっぱり今後

の社会というのは、結婚という形にはめるかどうかは別として、自分の子どもを残したい

というのは生物としての人間もあるとすれば、それを色んな形で叶えた方がいいなあと思

うんです。年収２００万円以内のままずっといくのは、なかなか厳しいものがある。そう
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なると自分の得意な分野をなにかとか、自分得意な仕事はなにかとか、適性はなにかって

ことを、随分早い内から、まあキャリア教育というのは生まれた時から始めればいいので

すけれども。大人も、親だけでは無くて、地域の皆が、先生も見つけて、そしてその力で

専門職になっていく、そういう劇的に変わるようなものではない仕事ができるような受け

皿をつくるってこと。そういう仕事も、大好きならいいと思うんです。ですけど、こうい

う統計を見れば、４０％以上には絶対ならないとなりますから、そうなると、そういう自

分の将来、自分の未来、自分の将来の仕事、力、というのを小さい内から発見して、それ

をインターンシップでもいい、どこでもいい、これをやりたいという理想の仕事を日常的

に発見して、やっていく。地域をあげて、育てるということをやっていくということを、

今後の社会で、まずはキャリア教育とか、私はそこに福祉教育がとても大事だと思います。

教育はそういう意味を持っているということ。その中に、今子どもの貧困率が高くなって

いて、６人に１人の割合で貧困なんですけれども、どんな家庭であったとしても、そのキ

ャリア教育だとか、教育の段階では差別されないというか、平等に与えられるというか、

そこをやらないといけないな、と思っています。貧困の問題は出ていなかったので。 

２番目に、職場で働くことがとっても大事ということが言いたいんですけれど、どうい

うことかというと、大昔はですね、８割以上はお見合いで結婚していました。でも、途中

からお見合いじゃ無くって職場で出会ったり、学校で出会ったりする人が増えたんですね。

でも、それも壊れてきている。どうなっているかというと、３ヶ月や１年くらいで職場を

離れて働く人が多くなってきているので、職場で落ち着いて知り合えないんですよ。年収

の問題もあるんですけれども、ちゃんとした収入があって、職場で本格的に色んなことを

一生懸命やっている、職場で惚れる環境というのがなくなっている。なので、職場で仕事

をやって、職場で愛を育むという環境ができて、男は仕事、女は家庭ではなくて、どの人

も自分の仕事をちゃんとやる環境がつくられていくことが大切だと思います。 

そして３番目に、出産とか育児とかしていても、それは女の人ばかりではないのですけ

れども、働き続ける環境をつくる。なんでこんな当たり前のことを言うかというと、出産、

育児とか、保育士だけの話ではなくて、世の中じゅうにブラックな企業もあるわけなんで

すよ。例えば、岐阜の労働局に駆け込むような、仲裁とかしてもらうけど、そういうこと

じゃなくて、その人達が働き続けることができるような、正当な環境を、市や町がですね、

仲裁でも何でもして、例えば働き始めた子が、中学の先生や、高校の先生に泣きついてき

た時に、市がそれを受け止めて、「ちょっとうちの卒業生が泣きついてきたんですけど、ど

うですかね」みたいなことを言っていただくといいなと思います。その企業のためにもな

るんですけれども、その子達がちゃんと働き続けることができれば、出生率の回復に絶対

つながるんですよ。その３つのことを申し上げたいと思っておりました。 

１つ目に、キャリア教育というか、小さい内から教育する、仕事につながるような、そ

のために地域の資料を利用して、働く自分の姿を想像して、しかも仕事をつくっちゃう。

そのために、地域の人たちみんな総動員して、助けると。それから、子どもも、貧困な子
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どもも、それからそれを絶対見逃さない。それから、そうなると、正規がいいとは言いま

せんが、コンスタントに専門的な仕事で、年収４００万円ぐらい以上稼げると。男女の差

別をつくらない。それから、働き続ける職場環境、ブラックな企業をつくらない、そうい

う３つがあれば、無理矢理出会いの場を増やすんじゃなくても、普通は結婚するというの

が、私の考えです。 

 

（岩谷座長） 

 はい、ありがとうございました。他、いかがですか。はい、富樫先生。 

 

（岐阜大学 富樫） 

 先ほど理事が、池田町で働いている人の数が減ってきて、何故だろうということで、ち

ょっと今統計を見ていたんですね。日本全体でも、生産年齢人口とか減ってきていて、団

塊の世代が退職したんですね。それは仕方が無いことなんです。それから産業構造の面で

も、工場とか建設業とか製造業とかどうしても減ってくるんですね。それはもう、今の産

業構造の変化で仕方が無いことなんですね。ただそれを、ある程度サービス業とか医療・

福祉とか、それが埋めていくんですね。しかし池田町の場合は、その部分が埋め切れてい

ない。これからも働ける人は段々減ってくるんで、さっきの人口推計と同じ話なんで、そ

れは仕方が無い話だと思っているんですけれども、それでもやっぱり町内とか周辺で働け

る場所がある。こういう働き方がある。確かに大変なことは大変なんですけれど、こうい

う面白い仕事をしている人達がいる。先ほどの色んな計画がありましたね。それを、子ど

もたちとか、あるいは近くの人でね、一緒にやることによって、こういう働き方もあるの

かということを知ってもらえればいいと思うんですよ。さっきの正規、非正規の話じゃな

いんですけれどね、必ずしも大きい企業がいいというわけではないんですよ、小さい企業

でも非常に面白い仕事にされているところもありますからね。時々紹介させていただいて

いる、岐阜で僕らがやっている「おんぱく」でも企業にも参加してもらって、自分達はこ

ういう面白い仕事をしているんだと、それをまず地元の住民の方に見て欲しいと、それか

らその情報が周りに伝わっていけば、こういう面白い仕事がここにもあって、いろんな人

にも知られているんだってね、地域の元気になっていくと思うんですね。 

 

（サンビレッジ 小林） 

「みらい工業」さんは、テレビに取り上げられて、全国区になってしまいましたね。小

さいところだったんですけれどね。 

 

（岐阜大学 富樫） 

他にもいろいろあるんですけれどもね。 
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（サンビレッジ 小林） 

それが池田町にあってもおかしくないですし、情報の発信の仕方だと思うんですけれど

もね。 

 

（岩谷座長） 

 じゃあ、企業側からの立場から、松本さん。 

 

（工場会 松本） 

まず、こういうのを仰せつかってからですね、自分自身も正直言って、これももう第３

回目ということで、まったく考えておらなかったのが実情です。こういうことがあって、

新聞とかですね、２回、外で、大垣共立銀行さんが行われた時の地方創生のヤマザキシロ

ウさんですね、それと８月２１日に創生大臣がグランドホテルでお話があると、それも聞

きに行ってきましてね、非常に勉強になるところもありました。先ほどから小学生、子ど

もからということで、例えばこれ、継続というのは、まったく私もよくわからないのです

けれども、僕の隣に高木校長先生かな、小学校の、今は温知か、前は八幡にいらっしゃっ

たと思うんですけれども、２年連続うちの工場見学に生徒さんがみえていたんですけれど

も、今年はいらっしゃらなかった。これまたうちの会社も「なんで？」ということも聞か

なかったんですけれど、高校生もインターンシップは毎年２人ずつ来ているんですが、基

本的に方針が変わったので来なくなったのか、全くモノにならなかったのか、自分でも全

くよく分かっていないのですが。先ほどから PRとかいろんなことが出ているのですが、ま

あ先ほど私が冒頭で言いました通り、自分自身も知らない中で、まずこの地方創生会議を

池田町でやっとることすら、何人の方が、どれくらいの方が知ってみえるかってことです

ね。これは、本当にここの中にいる人達は素晴らしい人ですし、この会議をまずはどのく

らいの方に広く PRしていけるかってことが、僕はものすごく肝心ではないかなという風に

思いました。 

それから、第２回目の時に子どもを産める女性という言い方で話をしたかなと思うんで

すけれど、基本的にどこで人口が増えるかというと、女性しかないということでね、当然

男性も必要なんですけれど、そこで僕はこの素晴らしい総合戦略の中で、是非上手くいっ

たら、一番に女性にお金を使っていただきたいという風に思います。この交付金、これは

何故かというと、石破さんがそれはしきりに言ってみえました。「お金はどんだけでも払う」

という、「支給する」と言ってみえましたから、そういうアイデアとか戦略方法をね、どん

どん見ていくのがいいとそういうふうに思っております。それから工場の立場から、工場

会の立場から申し上げさせてもらうと、やはり今までは単独で、お互いに、町もどんどん

仕事が増えてくると、どんどん、どんどん増えに増えていっているということで、やはり

工場としてもね、子どもを預ける託児所なんかもね、単独で企業がやるとかいうことじゃ

なしに、町ぐるみで、例えば本当に企業としてはね、いいか悪いか分かりませんが、どち
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らかというと８時から始まるところは８時スタートにしたい、やけど女性は子どもがいる

から８時からの出勤は難しいから会社に行けるのが少ない。そういうこともやっぱり先に

考えてやっていただく、結婚して子どもつくったらどうするかということを考えていただ

く。 

それからもうひとつは、これも石破さんが言ってみえたんですが、３人以上子どもがい

る家庭というのは、夫婦同じ仕事をしている。仕事というか、男性が女性の家事仕事をし

てみえる家庭は、子どもさんが多いというところを言ってみえました。 

今後は、第３回も終わりましたから、少しでもね、工場会の時、私たちも前回も言いま

したように、本当に魅力がある工場づくりということを考えながら、これからもやってい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございました。はい、勝野さん。 

 

（女性セミナー 勝野） 

 はい、今、良いことを言っていただきました。私、前から皆さんと話していたのですが、

女性の働き方です。子育てをしている時は、今の状況では難しいですね。企業さんの理解

も必要ですが。 

例えば、女性が自分達でNPOを立ち上げることです。例として池田町では高齢者のお弁

当作りを地区のボランティアで行われています。それを他市町では女性だけでNPOを立ち

上げ、子育て中でも働きやすいように工夫しているところも多くあります。そのための支

援もあります。池田町でのそのような機会があるとよいと思います。 

 また池田町内、近隣の市町で働く場所やボランティアはどんなものがあるか分かるとい

いですね。 

特に子育て中の女性は行動範囲も限られていて把握できてないように感じています。そ

のためにも知る機会があるといいと思います。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございました。石田さん、お願いします。 

 

（大垣共立銀行 石田） 

金融協会代表、石田です。先ほど、早田理事の方からもご連絡があったかと思うんです

けれども、先ほどいただきました１５のプロジェクト、これはいわゆる若い方からご年配

の方、そして男性・女性と、ほとんど池田町の住民の方が全て関わるような、細かく見れ

ば全て関わる、そういう内容になっていると思います。そのなかでこれを実践することに

よって、２０６０年の人口２万人ですね、これが最終的に達成するための計画だと思うん
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です。具体的な行動計画がつくられているもののと、当然そうでないものがこの中にある。

先ほどからみなさんおっしゃっているように、こういうプロジェクトが池田町でしっかり

１５個動かしているんだよってことをきちっと PRして、池田町の方がきちっと認知すると

いうのは、やっぱりとっても大事なことだなと感じております。ただ一部の方の盛り上が

りだけではなくて、こういうものがあるということがきちっと周知できるということが大

事なんだなと思います。 

それから、金融機関の代表ということで、この立場からお話をさせていただくと、プロ

ジェクトのですね、「６次産業化」、いわゆる販売対策のマッチングのところなんですけれ

ども、実際池田町にあるところの６金融機関のところでも、いわゆるビジネスマッチング

というのは、かなり以前から行われております。実際我々が携わったマッチングでも、か

なりテーマを絞って、例えば「食」とか「食べ物」ですね、それから「製造業」、例えば「製

造業」と言っても、いろいろあるんですけれども、例えば「航空機」であるとか、「食」の

「食べ物」であれば、もう少し具体的にスイーツとかね、スイーツの紹介とか、かなりテ

ーマを絞ったそんなビジネスマッチングを過去からやってきております。いわゆる今回の

プロジェクトの中にも、いわゆる池田町の金融協会の会員の金融機関で、やっぱり色々ノ

ウハウを持っています。ただマッチングに参加して、こんなんがありますよと、というこ

とを PRするだけでは、とうてい売れません。やはりそういう情報提供については、金融機

関を上手く利用するといいかなという風に思いますし、我々もきちっとサポートしますの

で、そのように考えております。 

それからもうひとつ、企業誘致。これについても、なかなか企業誘致というのは、非常

に難しいのですが、これは金融機関が持っているネットワークというのをうまく活用して、

いわゆる池田町にこういう工業団地がありますと、将来高速道路がこういうふうにつくっ

て、ここにこういうのが用意されていますということを、やはり池田町の中では池田町の

工業団地を使用するということがあまりないので、例えば東濃の方がこちらに進出された

り、場合によっては、愛知県の方が池田町に進出したりというニーズもありますので、こ

れらの金融機関のネットワークをうまくご利用いただいて、池田町の企業誘致というのを

成功に導けたらなというふうに思っております。この辺については、金融機関としてはき

ちっとサポートしたいと思っております。 

 

（岩谷座長） 

 はい、ありがとうございました。大変お力強いお言葉をいただきました。遠藤さん、い

かがですか。 

 

（農業代表 遠藤） 

 まあ、私こんな偉い人達ばっかりだと、私は百姓ですし、「農」のことしか頭にないんで

すよ。もう、ゆうに４０町超えて、５０町ぐらいの田んぼをやっているんですけれども、
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担い手さんは出てこない、もう農地は皆から預かって、お守りしてかなくてはいけない。

なんとかしたいんですけど、担い手さんは出てこない、金はもう安く、ほとんどがサラリ

ーマンにみんないっちゃっている。「農」で食べていけるような生活ができりゃあ、いいん

だけど。なかなかそこまで、光が見えてこない。今、真っ暗けな状態です。 

 

（岩谷座長） 

 はい、ありがとうございました。では、松岡さん、どうですか。 

 

（商工会 松岡） 

 まあ、今お話聞いておりますと、重要なご意見ばかりでございまして、私は理事さんの

話をずっと聞いておりましたのですけれども、大まかに言いますと、やはり「池田町で働

く」ということに関して、「働くところがあるか」という問題と、今の社会構造が変わって

きまして、子どもさんが大学に行きますと、大学行かせたら地元で働くか、働くところが

あるか、という問題が出てくるんですね、だから先ほど小林先生がおっしゃいました通り、

池田町で働いても、４００万～５００万もらえるような企業がありますか？と。 

 

（サンビレッジ 小林） 

全国平均で、ここ西濃は生活費が安いので、２００万でも大丈夫だと思います。 

 

（商工会 松岡） 

 いやいや、現実にそんな初めから大企業みたいな給料はでないと思うし、それと今の社

会構造が、大企業が地方に来ているわけなんですね、そうすると、地元で働こうとしても

大企業は転勤とかいろんなことがある。下手すれば、海外とかいうこともありますし、や

はり大学へ出て、まあまあの一流の企業とかに入ると、地元で働くことが不可能になって

くる。そういう関係が今の社会情勢にあるわけであって、これを「池田町で働きなさい」

というのには、ちょっと私わからないところがあるわけなんですけれども。 

すると、私この有識者会議で一番初めに申しましたのは、ここに書いてあるおじいさん

おばあさんの会話と子どもだけの会話というのがありましたのですけれども、教育だけの、

成績だけのことを申しますと、ずっと昔テレビでやっていましたけれども、秋田県が小学

校中学校の成績が全国１位というようなことがテレビでやっておりましたが、やはり３世

代の家庭は、非常に秋田県には多いというようなことで、やっぱり教育関係に関しても家

庭環境によって変わってくる。今、核家族が非常に自然的に核家族になっていっている。

親と住みたくないという環境であるかもわかりませんが、そういうところの家庭内の組織

というところから、随分今の社会情勢が変わってきているということで、これが実現でき

ればと私どもも思うのですけれども、地元で働けるところ、年収がまあまああるところ、

多世代で住めるところということにおいて、変わってくると思う。最近それが崩れてきて
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いるということに問題があるんじゃないかということでございます。以上でございます。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございます。では、JTBの長野さん。 

 

（ＪＴＢ中部 長野） 

はい。私、外の人間なので、池田町に農業等どういった産業構造が、ものがあるかどう

かということがわからないのですが。先ほど１５個上がってきました。中でもですね、多

分１５進める形で考えていくのが大変だと思うので、いろんなところでくっつくのがある

と思うんですね。私に関する部分だと、観光ということになるのだと思うのですけれども、

例えば６次産業化の問題だとか、体験の交流の部分だとか、こういったものについてはう

まくまとめてですね、その中に部会と言いますか、交流をつなげるような形でやられてい

くと、多少スムーズに、１５個出てきたことを進めやすくなるのかなと思います。先ほど、

遠藤さんから農業のお話が出てまいりました。国やなんかでも観光と他の産業をどうやっ

て、観光を使ってです、それをどうやって進めていこうか、いわゆる体験というのを特に

色んな省庁でも、ものづくり体験だとか農業とかそういう場で体験プログラムというか体

験という名前を出して進めていきましょうというのは、来年もう少し出てくると思う。そ

ういった中ではつくるだけじゃなくて、６次産業化というふうに色んな体験の場を与えて、

例えば「６次産業化」もしくは先ほどの「農」の話もありましたけれども、じゃあインタ

ーンシップをやっているときに、農業という現場に、例えば子どもさんたちを出している

のか、どうなのかもわからない。例えば「６次産業化をこうやって進めましょう」、「農業

を応援していきましょう」ということであれば、これは子どもたちの教育の現場の方から、

もう少し考えていく。例えば「儲かる農業」だったら「今年ちょっとお金が入る農業をし

ていこう」という場合にも、本当にお金がもらうということは、観光なんかそうですけれ

ども、やっぱりサービス・競争力を上げていかなければいけない。なので、そういう時ど

ういうふうにお客さんが思っているのか、何をすれば喜んでいただけるのか、それをお金

として代価に代えていかなければいけないんですね。それをやっぱりやっていくというの

は、いわゆる事業者の皆さん。もしくは農業の皆さんもそうなのかもしれません、そうい

った人達がもっともっと経験を積んでいく。いわゆるお客様の声を聞く場をつくっていく。

そういうことが必要になろうか、と思っておりますので、是非町としてはそういった部分

も、回数を増やしていく、場を増やしていく。じゃあそのために何をやればいいのか、や

っぱり考えていくというのが必要だと思います。ちなみにちょっと私岐阜に仕事していた

時に、岐阜県の観光連盟さんに「もう少し修学旅行の誘致に取り組んではいかがですか」

というお話をしてみました。「それはちょっと、いわゆる県の観光の方針から外れるので、

あまり考えていません」ということだったんですけれども、方や同じような地域という長

野県を見ると、修学旅行誘致、これはまあ首都圏から来ているというのもあります。それ
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はそれだけのマーケットがあるということもあって、色んないわゆる農業関係の方々が組

織をつくってですね、観光農業までつくってやってらっしゃるんですね。これはどんどん

来ていただくことによって、そういう場を作っていく、盛り上げていく。経験を積んでい

ただいて、スキルアップを、レベルを上げていっているわけです。岐阜県においてはそう

いった場が、ちょっと少ないのかな。ある高校の校長先生ともお話していたのですが、わ

ざわざ遠くに修学旅行行かなくても、本当は岐阜県内でやっちゃえばいいですよね。校長

先生は、まさにそうだよね、と。もっともっとこういう場で経験を積ませて、例えば農業

とか岐阜県内のいろいろあるところを見せて、それで固めていくようにしていくだとか、

いわゆる自分たちの地域が持っている素晴らしさなんかを見せていく。それが必要なので

しょうね、という話をしていましたので、是非、多分学校なんかもそういうことをすると

かなり絡んでくると思うんですけれども、やっぱりもっと自分たちの地域を見せるためと

か、わざわざ遠くに行かなくても地元でできるということを知っていただくということを、

提供できるということを、そしてその中から、地域の人達が結びついて一緒にできること

は見えてくると思うので、もう少し身近な中でもこれからやっていく作業だと思うのです

けれども、そういった風にして観光を活用していただくというか。観光というのは手段で

すので、そのために地域がどうなっているのか、そこの産業がどうなっているのか、そう

いったものを取り組んでいただけるいいというふうに思います。そういった面で私どもも

お手伝いさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございました。それでは、養老鉄道の中澤さんお願いします。 

 

（養老鉄道 中澤） 

 はい。私どもも観光だとか広域連携等の部分でございますので、その中でこの資料を拝

見させていただきまして、２ページにございます池田町の体験・交流ツアーとか、それか

ら２１ページの広域連携による圏域の新たな魅力づくりというものにつきまして、本当に

こういうことが大事だなと、そういうふうに私どもも本当に感じているところでございま

す。やはりこの中で PRを積極的にしていきます、というような中で、私どもがやっぱり気

をつけているのが、時期、ターゲットを絞って、具体的な計画を立てて、これを自社のウ

ェブサイトで公表するだけではなくて、旅行会社さんとの連携というのも積極的にやって

いく必要があろうということで、そこ心がけているつもりでございます。旅行業者さんの

中でもやはり JTB さんのように総合力で非常に活躍されている会社さんもいらっしゃいま

す。非常にニッチな部分を専門にされる旅行会社さんもおられます。商品に応じて旅行会

社さんとの連携とかいうことも、しっかりやっていくべきなのかなというふうに思います。

やはりこういう新しい事業をやっていくこと、新しい情報を発信していくことにつきまし

ては、１回きりで周知するということはまず無いです。やはり根気よく長い時間をかけな
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がら、やっていく。少しずつ成果を上げて、業績をどんどん増やしていくということを、

考えるべきだと思います。これは実は一番難しいところなんですけれども、そういうこと

をやるために官民一体となって、取り組んでいく必要があると思います。我々が養老鉄道

という広域を繋ぐインフラ企業でもございますので、そういう部分でもこの池田町さんで

他の地域との連携の中で、当社の果たす役割をしっかり果たして行きたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございました。それでは、国枝さん。 

 

（町教育長 国枝） 

 私は、教育ということで、子どもたちのことなのですけれども、やはり先ほどから地域

に愛着を持つという子どもたちを、もう今から育てていかなくてはならないという面で、

大人になって地域に戻るのではなくって、今居る子どもたちに自分の地域に愛着を持つ、

そういった地域の中に生きられる自分がいるというそういう場面をたくさん作っていきた

いというふうに思っております。というのは、今池田町は福祉教育とか、英語教育に重点

を置いて取り組んでおります。その福祉教育をやるにあたりまして、各ボランティア施設

や、地域の福祉運動会や、この間も地区の運動会がありましたけれども、その中に、今年

は中学生の子達が大変多く参加しておりました。今から何年も前に募集をかけた時には５

人集まるかどうかくらいの人数だったんですけれども、昨日の温知小学校ではボランティ

アの子が６０人集まっていました。それから池田小学校でも、何十人という数になりまし

た。同じように養基の方でもそういう子どもたちがたくさん、競技だとか司会進行だとか、

そういうところで本当に活躍しておりました。そういうことを初めは躊躇いもあったと思

いますし、自分たちが中学生になったからちょっと違う、とかじゃなくって、初めにそう

いうことをやった中学生を小学生の子達が見ているわけですね。見ているから自分が中学

生になった時に、じゃあ自分もこういうふうにして小学校の母校に帰ってきて、地域の皆

さんと一緒に運動会の時にこんなお世話をしよう、ということが、それがすごく自然に育

ってきて、それから地域の方も中学生の子に「ありがとうね」「ようやってくれたね」とい

うふうにして見ていて、褒めて受け入れていてくれるんですね。そういう積み重ねによっ

て、子どもたちは自分の居場所というか、地域のなかで認められているという感覚と気持

ちを持ってくれると思うんですね。そういう気持ちが、大人になって大学に行ったりとか、

社会に行ったりとか、あるかもしれませんけれども、やはりこの地元へ愛があって戻って

きてくれた子は、やっぱりこの池田町を非常に大事に思ってくれるのでないかというふう

に思います。ずっと前ですけれども、テレビである学校のことを紹介していたのですが、

廃校になってしまう学校で、廃校になってしまう学校の小学生や中学生の小さな学校です

けれども、全部の子が、１０年後の私に手紙を書いていたんです。それで、１０年後にそ
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の同窓生の子達が皆集まってきて、例えば９歳の子だったら１９歳、１５歳の子だったら

２５歳の子が、その子達が全部集まってきて、自分はどんなことを書いていたかというの

を、将来自分はどういうふうにその地域に貢献できているかというようなことを書いてい

るらしいんですけれども、その催しがとても素敵なことだなと思いました。今、同窓会を

今度やるとか、２５歳とか３５歳とかでやるという、今の人なんですけれども、そういう

措置をもうずっと前からこうして、今年６０周年の節目ですので、あと１０年後の７０周

年の時にその子達が池田町に残っていたら、ちょうどいい、そういう年頃の子達になりま

すので、夢があっていいのかなあと思ったりしてみます。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございました。今発言されておらない方であえて発言されたいという

方はおられますか。馬田さん、廣田さん、それから竹中さん、小林先生、よろしいですか。

これは最終的なあれになりますんで。はい、竹中さん。 

 

（民生委員 竹中） 

まあ、こういうところで言うのがどうかという気がしなくもないんですけれども、先ほ

どからお話がありましたとおり、女性にもっとお金使ったらどうだとか、家計の収入を上

げないと結婚なんかできないよという話だとか、あるいは池田町に住んで、安心して働け

る池田町とかいう中で、池田町の職員さんの中には、いわゆる臨時職員さんが非常に多い

んですね。何人いらっしゃるか数えていません。数えていませんですけれども、ある時非

常に多いなというのに気がつきました。これは、先ほどの収入を増やすとかですね、安心

して働けるだとかいったようなところから見た時に、池田町のひとつの特徴というか、他

に無い、もしかしたら池田町の職員は全て正職員ですというような募集にするとしたら、

多分周辺の市町村にはないようなとものだと思います。なので、池田町の魅力になると思

うんですね。当然予算の問題がいろいろある気がします。ただ民間企業であれば仕事が多

いとか少ないとか、この不景気の中でね、臨時職員というのはわからないでもない。です

が、今世の中で働いている中で、パートだとか、いわゆる正規社員、非正規社員の差がど

んどん大きくなっている。何年働いてもなかなか給料が増えない。というのが色々問題に

されているんですね。そういう中で、できるかどうかはわかりません。例えばその町の方

針がどうなっているか、わかりませんけれども、先ほど言いました私の疑問で、ずっと思

っておりましてね。職制を見せていただくと、なんで町の職員なのに、臨時職員がこうも

いるのかと、池田町の町報を見ていると、募集があるのですけれども、「採用期限来年の３

月まで、見直すこともありえます」と書いてある。町の職員で３月までとかいうような、

期限がはっきりしているようなものは無いと思う。そういうものが、率先して、例えば町

が改善していけば、誰が見ても要するに少なくとも若い女性の方が多いと思いますから、

私は是非とも池田町に就職したいとかね、あるいは池田町にどうせ結婚してきたんだから、
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池田町の職員かなんかに働きたいとかいう気持ちが自然に起きてくるというふうに思うん

です。先ほどから色々意見がある中で、たまたま私が疑問に思っていたもんですから、ひ

とつのこういう具体的なものと関連づけられるどうか、別ですけれども、いつかはこうい

う発言をしておきたいなと思ったもんですから、一言。 

 

（岩谷座長） 

はい、ありがとうございました。もう時間も来ました。皆様から様々な御意見をいただ

きましたので、ご意見を踏まえた上で加筆修正等を加えて、最終案と致したいと思います

が、この最終案は座長一任でよろしいでしょうか。 

 

【異議無し】 

 

（岩谷座長） 

よろしいですか。それでは、座長一任とさせていただきます。実は今日答申をすること

になっておりまして、答申案はこちらの方で持っておるのですが、これを本日町長へ答申

させていただきます。そして先ほども申し上げました通り、皆さんからいただいたご意見

を入れ込んだ中で、あとで差し替えをさせていただきますので、それでよろしいでしょう

か。 

 

【異議無し】 

 

（岩谷座長） 

それでは、そのようにさせていただきます。短い時間ではございましたが、貴重なご意

見を下さいまして有り難うございました。非常に良い議論になったのではないかなと思っ

ております。これをもちまして、満場一致で結果を得ることができました。今後は総合戦

略の進捗管理につきましては、みなさまのご協力をたまわりたいと思っております。座長

といたしまして、本当に拙い進行で、皆様方にご迷惑を掛けたのではないかというような

ことを思っておりましたが、私としては、皆様方のご協力の中で議事がスムーズに進行を

努めさせていただいたことを嬉しく思っております。全３回にわたりまして熱心なご協議

をいただきまして、本当にご苦労様でございました。 

それではこれより事務局に進行を変わりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（小川企画課長） 

ありがとうございました。今、議長の方からお話がありましたとおり、これから町長の

答申ということで、この場でさせていただきたいと思いますので、今しばらくお待ちくだ

さい。 
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（早田理事） 

 すみません。ひとつアナウンスをさせていただきます。修正のことに関しては、今週の

短い間で恐縮なんですけれども、水曜日までに、何かございましたらご連絡を下さい。そ

れと、ひとつ。地方創生徳島神山「人がつなげる地域づくり」講演会へのご案内という一

枚紙を配布させていただいております。こちらは、偶々池女会に参加した方の１人が徳島

県神山町に自分自ら研修に行ったことがありまして、徳島県神山町は人口６１００人の過

疎地域でございます。池田町の面積の３倍、そういうところで地方創生に成功した町がご

ざいます。そこで地方創生に積極的に取り組んでいた祁答院さんという方がこちらにいら

っしゃって、そちらでどんなことがあったかっていう講演をして下さる予定がございます。

日時は１１月１３日金曜日の６時半から８時まで、場所は宮地公民館ということになりま

す。もしよろしければ、いらっしゃっていただけると幸いでございます。申込みについて

は私の方までご連絡をください。どうかよろしくお願い致します。 

 

【岡﨑町長 入席】 

 

（小川企画課長） 

それでは、３回にわたり池田町地域創生有識者会議にご参加いただき、議論、検討して

いただきありがとうございました。先ほど議長よりお話があった通り、「人口ビジョン・池

田町版総合戦略（案）」につきまして、有識者会議座長の岩谷真海様より岡﨑和夫町長に答

申を行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【答申】 

 

（小川企画課長） 

 それでは答申をしていただきました岡﨑町長より、御挨拶をいただきたいと思います。 

 

（岡﨑町長） 

 皆さん、こんにちは。皆様方にはそれぞれの立場の中でお忙しい中、長期間にわたって

有識者会議の中で、池田町のこれからのあるべき姿、人口について、議論をしていただき

ました。またその前座としては、町の方で公募を掛けさせていただいて、アイデア工房会

議・池女会、それから多くの皆様方にも参加をしていただいているという、アイデアを渡

していただいております。それの発表会も聞かせていただきました。これから５年、１０

年先を見据えて、本当に池田町を心配し、池田町を愛し、池田町を想って、いろんな面で

お話をしていただきました。その内容を聞かせていただいて、私は池田町がまだまだこれ

から先、安心である。やるべきことがたくさんある。それと同時に池田町のこういった大
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切な資源を活かして、魅力ある池田町をつくれるものと、そんな確信をさせていただきま

した。そして、それを受けて、この皆さん方で専門的な立場を踏まえて、色んな面でご意

見をいただきました。それを答申としていただきました。この中身をこれから精査させて

いただいて、これから５年間、あるいはもっと先を見据えた池田町のまちづくりをしてい

きたいと、そういう思いであります。今日で終わりではありません。皆様方には長期間に

わたってご参加していただきましたが、またこれから検証しながらやっていくことがそう

とう出てくると思っておりますし、まあ国の方においても今年度の交付金が月末に決まっ

てくる。あるいは来年に向かっての予算関係も出てくるということでありますので、そう

いった面を見ながらやっていく。そして来年少しずつ見直しをして、これが駄目だったか

らいかんということではなしに、少しずつ手を加えて、改良して、そして一歩一歩前進し

ていく。そんなことが大事じゃないかな、と。そして、行政が、あるいは議会がやるべき

ではなしに、行政・議会それから町民の皆様方と一緒になって、知恵を出しながら、やっ

ていきたいと、そんな思いでありますので、宜しくお願いしたいと思います。非常に、ま

たご支援いただきますように、お願いしたいと思います。色々な面で、長期間に渡りまし

て、色んなご考えをいただきましたことを、改めて厚く御礼を申しまして、挨拶に代えさ

せていただきます。本当に、有り難うございました。 

 

（岩谷座長） 

どうも、有り難うございました。 

 

（小川企画課長） 

 本日は、お忙しい中、有識者会議にご出席いただき、ありがとうございました。町長か

らお話なりましたように、今後は事業個別において、皆様に協力ですとか、ご依頼をさせ

ていただくと思いますが、その折りには宜しくお願いいたします。これを持ちまして、池

田町地域創生有識者会議を終了いたします。ありがとうございました。（了） 


