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池田町地域創生有識者会議 第１回（第５回）議事録 

 

（小川企画課長） 

 本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして、有り難うございます。定刻前ですが、

ご連絡いただいている方以外にお揃いですので、早速有識者会議を始めたいと思います。

尚、中日新聞の廣田様は 30 分ほど遅れるということで、ご連絡いただいております。 

それではただいまより、第 1 回地域創生有識者会議を始めたいと思います。私は、本日

司会をさせていただきます企画課の小川と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。 

では初めに、池田町長 岡﨑和夫より挨拶をさせていただきます。 

 

（岡﨑町長） 

改めまして、皆様おはようございます。最近は少し暑くなってまいりましたが、35 度を

超える気温となってきますので、お互いに熱中症等に気をつけながら、まだまだ雨も降る

ということでございますので、町としましては、災害のないことを祈っておると、なんと

か早く梅雨も明けてほしいと思っております。 

先日参議院選挙も終わりまして、池田町では投票率が 62％を超えたということで、やれ

やれと思っておりますし、住民の皆様方が深い関心を持っていただいて、これから 6 年間、

国をきちっと立て直していただく、経済を活性化していただきたいと思っております。 

また同時に、今回の選挙から 18 歳、19 歳の方が選挙権を得たということで、若い人達が

これからの政治あるいは国にむかって、地域において色々関心を持っていただけるのでは

ないかと期待しておりますし、国においては全市町村の 18 歳、19 歳の投票の結果をきちん

と調査して、公表すると言っております。池田町は第 4 投票区、宮地地域をモデル地区と

して、早速昨日結果を送らせていただいたのですが、18 歳、19 歳の方については、75％の

投票率でございましたので、大変関心があったのではないかと思います。見ておりますと

やはり 20 代～30 代の方が少し下がっておりまして、高いところが 60 代～70 代が、宮地地

区だけでいきますと、70％～80％、66 歳のところが 100％と出ておりましたので、やはり

年齢の高いところがたくさん選挙に行かれたのかなと思っております。いずれにしまして

も池田町全体にして、6 割を超えたということでございますので、喜んでいるところでござ

います。 

そういう状況の中で、今年度第 1 回地域創生有識者会議ということで、皆様方にこれか

ら 1 年間お世話になるわけであります。昨年 1 年間それぞれ委員をされた方もいらっしゃ

いますが、国をあげて一億総活躍社会と言っておりますけれども、あるいは地方創生とい

うことで進んでまいりました。そして様々な仕掛けを、町としてもさせていただいて、少

しずつ変化が出てまいりました。若い人達が、役場の、あるいは池田町のことについて関

心を持っていただく、あるいは参加してみたい、やってみたい、そんな声も出てまいりま
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したし、それに誘発を受けて、若い女性の方、あるいはお年寄りの方も含めて、「池田町を

なんとか魅力のある町にしていこう」、「もう少しなんとかしていこう」という空気が出て

きたことも、大変嬉しいことかなと思っております。それを受けまして、今年度からいよ

いよ形にしながら、1 歩ずつ前進し、5 年間の中で作り上げていくと、これも継続しながら、

5 年 10 年、先を見据えて、やっていくことが必要ではないかと思っております。 

今日、お集まりいただいた皆様方に、委嘱申し上げまして、今年度新たな関係を作り上

げていきながらやっていきたいと考えています。今年度も国の補助金をいただいておりま

すので、後ほど担当の者から説明させていただきますが、様々な面で仕掛けをしながら、

更にバージョンアップしながら、多くの方に来ていただけるように、池田町の魅力を発信

できるように、これからも進めてまいりたいと考えていますので、皆様方の叡智を結集し

ながら、そして住民の皆様も巻き込んで、池田町を活力あるまちづくりにするために、進

んでいただければありがたいと思っておりますので、ご協力・ご支援・ご理解いただきま

すよう、宜しくお願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。1 年間お世話に

なります。宜しくお願いします。 

 

（小川企画課長） 

 有り難うございました。続きまして、池田町地域創生有識者会議委員の委嘱を行います。

町長が順次、皆様方の前に出向きまして、委嘱を行わせていただきます。岡﨑町長、宜し

くお願いいたします。 

 

【池田町地域創生有識者会議委員の委嘱】 

 

（小川企画課長） 

 それでは皆様宜しくお願いいたします。ここで皆様、初めての方もお見えになりますの

で、一言ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。石田様から順番に宜しくお願いいたし

ます。 

 

（大垣共立銀行 石田） 

おはようございます。大垣共立銀行池田支店の石田でございます。昨年に引き続きまし

て、池田町の金融協会の代表ということで、有識者会議にまた参加させていただくことに

なりました。宜しくお願いいたします。昨年 1 年間を通しまして、こうしたものに参加さ

せていただき、また池田町の、いわゆる地方創生の色々な取り組みを見ておりましても、

非常に積極的で、当初は池田町役場の中から発信されたものなのですが、徐々に町民の方

まで浸透して、色々なグループを通して積極的な活動が展開されていると、そういう状況

を、非常に肌で感じております。私ども、OKB 大垣共立銀行にしましても、本部には地方

創生センター、大垣にはシンクタンクの OKB 総研がございます。今後も、特にこの 1 年間、
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昨年のプロジェクトの効果検証、それから新しいプロジェクトということで、銀行総出で

関わってまいりたいと思っておりますので、1 年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

（区長連合会会長 今西） 

池田町の区長連合会の代表として、今年から委員を務めさせていただいております今西

と申します。どうもお世話になります。私、区長の代表ということでありますけれども、

やはり今回の地方創生の前向きなテーマは掲げられておりますが、まだ潜在的に存在する

課題が残っていると思います。そちらの方も目を向けて、掘り起こして解決しなくては、

せっかくの新しい企画も活きてこないのではないかなというような考え方で、幅広く、問

題点の掘り下げ等を行っていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

 

（池田町議会議長 岩谷） 

議会を代表いたしまして委嘱を受けました、岩谷真海と申します。議会といたしまして

は、一昨年からいち早く、全国の議長会に先立って、特別委員会を立ち上げてやってまい

りました。引き続き、その方向を定めていきたいと思っておりますので、どうか宜しくお

願いいたします。 

 

（岐阜新聞 馬田） 

岐阜新聞揖斐市局長馬田と申します。昨年度の有識者会議についても参加させていただ

いたということで、本年度もよろしくお願いいたします。新聞紙面等、記事の方で、池田

町の地方創生事業について、できる限り取材をさせていただいております。本年度もの情

報発信等、何らかの形で貢献させていただければと思いますので、宜しくお願いいたしま

す。 

 

（女性セミナー 勝野） 

池田町の女性のための、学習と情報交換の場として、20 年前に立ち上がりました「池田

町女性セミナー」の代表をしております、勝野と言います。女性も家庭において家族との

会話ができるように、色んなことを勉強したいというのがはじめでして、昨年委員として

この会に参加させていただきました。新聞等で報道されるものと同じように、池田町も地

方創生ということで、色々な会を設けられているということをお聞きしまして、会に持ち

帰って話をしている時も、「こういうこともやっている」という情報が渡せたことがとても

良かったと思っております。どうぞ宜しくお願いします。 

 

（池田町教育長 国枝） 

池田町の教育長をさせていただいております、国枝磨須美でございます。昨年この会で、
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キャリア教育など、子ども達に対しての色々な取り組みがございました。その取り組みか

ら、それが子ども達の方に伝わり、広がり、本当に大きな動きになってきております。と

てもすばらしいことが起こっているなということを実感しております。今年もそういった

活動に参加させていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

（町民生児童委員会会長 竹中） 

民生委員をしております竹中と申します。民生委員をしておりまして、9 年目になります。

多少は民生委員の仕事も分かってきたかなと思っております。この地方創生につきまして

は、民生委員として感じること、あるいは民生委員の目から見た地方創生、そんなところ

を提案させていただければと思っております。宜しくお願いいたします。 

 

（岐阜大学教授 富樫） 

岐阜大学の富樫です。去年からこの会議は、ワークショップにも参加させていただいて

おりまして、この前も学生を連れてきて、レンタサイクルで一周させていただきました。

色んな方の話を聞き、取材をさせていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

 

（養老鉄道 中澤） 

養老鉄道の中澤でございます。昨年より、こちらの会議に参加させていただいておりま

す。既にご案内の通り、養老鉄道、おかげさまで存続が決まりまして、平成 29 年中に新し

い体制に移っていくわけでございますけれども、やはり鉄道の存続、地域公共の存続とい

う点におきましても、地域が活性化していくということが重要であろうと考えております。

我々一緒になりまして、池田町の取り組みに積極的に参加させてまいります。地域発展に

努めてまいりたいと、尽力したいと考えております。是非宜しくお願いいたします。 

 

（池田高校校長 野畑） 

初めまして。今年から参加させていただきます、池田高校の校長、野畑と申します。池

田高校に赴任して今年で 3 年目になりますが、日頃より町教育委員会からは、ニュージー

ランド研修、キャリア教育、そして英語検定、それから漢字検定の補助をいただいて、大

変多くの生徒が資格受験をして合格しているというような状況です。  

高校としましても、県立高校の方は、活性化対策計画策定委員会というものがありまし

て、今日も午後から学区の意見交換会というものが行われます。実は池田高校につきまし

ても、平成 32 年をもって、今は 1 学年 4 学級となっておりますが、それが 3 学級になると

いうようなことで、将来の存続、高校が今後どういうふうになるかということの、検討が

なされているところであります。そういった中で、校長として、魅力ある学校づくり、地

域と連携した学校づくりということでは、今授業におきまして、アクティブラーニングを
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中心とした学びを向上させるということや、進学率を上げるということ、それから部活動

につきましては、野球部・吹奏楽部・演劇部を初めとして、レベルアップできる環境作り

をしているところです。そして、もうひとつはユネスコスクールということで、こちらで

は持続可能な生活、要するに、学校の存続とかいうこともありますが、地域に若い人達が

根付いていく、そういう活動を今高校の方で進めて、わくわくする高校生活というものを

産みだそうということで、日々がんばっていこうと思っております。是非とも皆様ご援助

いただきますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

（JTB 中部 飛田） 

初めまして。JTB 岐阜支店の飛田と申します。宜しくお願いいたします。昨年度は、『情

報誌るるぶ 池田山』を作成させていただきまして、誠に有り難うございました。今年度

につきましては、さらにこの池田町に眠る観光資源の原石、それから地域の物産等、みな

さんと地元の方と一緒になって、磨き、それを着地型旅行商品等に応用しながら、誘客、

人の交流を増大させていただきたいと、そんなようなところで努力させていただきたいと

思いますので、今年も宜しくお願いいたします。 

 

（町工場会代表幹事 町田） 

おはようございます。町工場会の代表幹事として今年は出させていただいております、

東神電工の大垣工場長の町田でございます。池田町工場会は、現在 17 社入っております。 

地方創生ということで、昨年松本会長もみえたと思うのですが、私どもも色々協力してい

きながら、池田町の発展に関わり、いままでにない工場会にしていこうと、そのような内

容で進めていこうと思っております。私も今回初めてですので、分からないこともござい

ますが、また教えていただいて、協力できるところはしていきたいと思っておりますので、

宜しくお願いいたします。 

 

（町農業委員会会長 松井） 

農業委員会の松井と申します。今回初めての参加ですので、今回の会議がどんな会議か、

非常に不安で参りました。池田町における農業は、収入に、また後継者問題と、難しい時

代に入っておりますが、池田町の農地を守り、あるいは有効利用にされるようなことを農

業委員会で日頃協議し、池田町の農地を守っていきたいと思っております。宜しくお願い

いたします。 

 

（町商工会会長 松岡政美） 

おはようございます。池田町商工会の松岡政美でございます。私も昨年から、この会議

に出させていただいておりまして、この会議におきまして、地元の方の色々な意見が出ま

して、池田町の魅力を、みなさんで発掘いたしました。今後、人口減少という世の中にお
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きまして、池田町の魅力を活かして、できるだけ池田町の人口が減らないようにするため

には、池田町に来ていただけるような、この池田町の素晴らしいところを皆さんで協力し

て PR していければ、池田町がますます元気になると思います。 

私たち商工会におきましても、これから人口減少、高齢化が、非常に問題になっている

ところでありますが、これからも池田町の魅力をますます発掘して、PR して、人口の減少

をできるだけ止めるようにしていきたいと思います。 

そしてまた、池田町には池田温泉という素晴らしい温泉があります。先日 950 万人の方

が池田温泉に来ていただいたということで、これを利用いたしまして、池田町の魅力を色々

と発信し、さらに見るところ、食べるところ等があれば、これからも池田町が元気になっ

ていくのではないかということで、商工会におきましては、地方創生の主体的な役割を果

たせるよう、がんばっていきたいと思っております。これからも宜しくお願い申し上げま

す。 

 

（小川企画課長） 

 役場企画課、企画課長の小川と申します。この地域創生の事務局をしております。皆様

には貴重な意見をいつもいただいております。有り難うございます。本年もその意見を少

しでも事業化にして進めたいと思いますので、どうか宜しくお願いします。 

 

（早田理事） 

 役場企画課、理事の早田と申します。日頃から皆様、たくさんのご助言等、本当に有り

難うございます。皆様と一緒にまちづくりを進めていけることを非常に感謝しております。

形にしていくにあたって、町民の意見だけではなく、皆様の専門家としてのお力も借りた

いと思っておりますので、今年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

（牛嶋副町長） 

副町長の牛嶋でございます。宜しくお願いいたします。この地域創生の取り組みを行い

ました中で、町民の方々の認識がかなり違ってまいりました。まして、それ以上に変わっ

たのは職員でございます。積極的に前に取り組むようになりましたし、これからもそうい

う意識がまちづくりのために少しでも役立てたらと思っておりますので、今後ともご指導

の程、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

（小川企画課長） 

 皆様、有り難うございました。それでは次に、池田町地域創生有識者会議設置要綱につ

いて説明させていただきます。皆様ご存じの部分もあるかとは思いますが、昨年度から２

つの住民ワークショップを立ち上げて、その中で意見を聞きまして、それを事業化してい

くと、その上で、人口の減少に歯止めをかけて、将来にわたり活力あるまちづくりを進め
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ていくため「池田町地域創生推進本部」を設置いたしまして、皆様に御意見をいただく、

いわゆる国が言っております「産官学勤労言」の皆様から御意見をいただくということで、

この有識者会議を立ち上げております。 

2 ページのほうを見ていただきますと、第 2 条の方に、皆様にお願いする事務の所定事項

ということで、1 つめに人口ビジョン及び地方版総合戦略の作成に関すること、2 つめに総

合的施策の企画及び推進に関すること、3 つめにその他目的の達成のために必要なことと書

いております。 

1 つめにつきましては、昨年度、総合戦略を策定したところであり、また内容を見ながら

順次更新していくということを考えております。そして皆様には、2 番、3 番、この地域創

生の推進にあたり、様々な御意見をいただけるように進めていきますので、宜しくお願い

したいと思います。 

それともう 1 点、この地方創生について、国の方で 5 年の計画と定めておりまして、今

回皆様の任期ですが、昨年度は 1 年でしたが、1 年ですと御意見を聞いてそれで終わってし

まい、その後の結果等を見て御意見をいただけない場合が多いので、大変申し訳ございま

せんが、この 5 年間ということで、昨年度から 1 年、そして今年度から 2 年毎の 5 年とし

て、任期を 2 年に変えさせていただきたいと思います。当然皆様、ご都合それぞれありま

すので、それはその都度ご相談をさせていただきます。今後は任期を 2 年ということで、

どうか宜しくお願いいたします。 

 次に、座長の選出ですが「池田町地方創生有識者会議設置要綱」第 4 条に基づき、町長

の指名となりますので、町長にお願いしたいと思います。 

 

（岡﨑町長） 

 設置要綱につきましては、任期を 2 年ということで変えさせていただきました。皆様に

はこれから 2 年間、お世話になることとなりますので、その辺も改めて宜しくお願い申し

上げたいと思います。第 4 条の中に、この会議に座長を置き、町長が指名するという規定

がされております。この会の座長を私の方から推薦をさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

【異議無し】 

 

（岡﨑町長） 

 はい、有り難うございます。異議無しということでございますので、私の方からこの有

識者会議の座長を指名させていただきます。座長には、議会の代表で来ていただいており

ます、岩谷真海委員の方に座長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【異議無し】 
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（岡﨑町長） 

 有り難うございます。それでは議長の岩谷真海様、お願いしたいと思います。 

 

（岩谷座長） 

ただいま座長を仰せつかりました、岩谷真海でございます。昨年に引き続きましての座

長でありますが、何分不慣れでございますので、皆様のご協力にいただく中で、円滑に進

めてまいりたいと思います。どうか宜しくお願いいたします。それでは座らせていただき

ます。 

 

（小川企画課長） 

では、座長宜しくお願いいたします。ここで大変申し訳ありません、町長、次の公務が

ございますので、退席させていただきます。よろしくお願いいたします。では岩谷様、宜

しくお願いいたします。 

 

（岩谷座長） 

池田町地域創生有識者会議の第１回会合を開催いたします。それでは、早速議題に入り

たいと思います。アイデア工房会議と池女会にて提案され、池田町版総合戦略に盛り込ま

れました、現在実施中の７つのプロジェクトの効果検証を、先月７日に開かれました地方

創生特別委員会からの助言も踏まえ、行ってまいります。 

「平成 27 年度実施事業の効果検証」について事務局から説明をしていただいた後、議論

してまいりたいと思います。それでは、事務局からの説明をお願いします。 

 

（早田理事） 

 それでは議題 1、資料 1「平成 27 年度岐阜県池田町版地方創生総合戦略プロジェクト進

捗状況報告について、ご説明をさせていただきます。座って失礼させていただきます。 

 これから 7 つのプロジェクトについて、順次、プロジェクトを行った側として、良かっ

た点、今後改善していきたい点について、説明をさせていただきます。その中で、ぜひ皆

様から「もっと今後こうした方がいいのではないか」「この点はよかったのではないか」と

いうことについて、御意見をいただけると幸いでございます。 

それでは、早速 1 ページ目をご覧ください。「IT・SNS を活用した特産品の情報発信」で

ございます。農産物生産者の収入増や後継者・雇用者の増加につなげたいということで、

池田町の農産物を PR・販売するホームページを立ち上げ、ネット販売への挑戦を始めまし

た。 

販売サイトにつきましては、今年の 3 月末に完成しまして、ただその商品を売るだけで

はなく、商品を作っている生産者の想いやこだわりを紹介して、買っていただく方に親し
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みを持っていただこうという点が工夫したところでございます。 

その後、実際にネット販売をどう運営していくか、ということが課題となりました。そ

して、5 月に販売を運営していく組織として、「山のふもと水さらら」という組合が立ち上

がり、週 1 回火曜日に発送するということが決まりました。現在 6 月からこの販売サイト

をオープンしております。 

KPI とありますが、これは、「キー・パフォーマンス・インディケーター（Key Performance 

Indicators）」、重要業績評価指標という目標値のことでございます。この目標として、当初、

平成 28 年 3 月末時点で 20 品、商品を掲載することを目標としていきましたが、実際は 13

品。そしてサイトの閲覧数につきましては、6 月時点で、当初月に 15,000 件という想定で

したが、実際は 6,060 件。そして、販売額につきましては、将来的な目標として、平成 32

年の 3 月に、月に 30 万円を目指しておりまして、初月で 6.4 万円という実績がございまし

た。大体週にしますと、4～5 件くらいの応募でありまして、遠くは福岡県、埼玉県。多く

は岐阜市等の方から注文がございました。 

良かった点については、販売組合に参加された方々の熱意であり、団結力だったと考え

ております。販売組合に参加される方においては、町の方から公募いたしました。また、

認定農業者の方々にお声がけをさせていただきました。その結果、14 組の農家の方が集ま

りまして、自分の農産物等を出せる時期を検討していただきながら、まずはやれるという

方々でスタートしました。そして、これを応援して下さるプロの方として、ネット販売の

経験があって、カメラマンが本職という方の協力がありました。その方のおかげで、魅力

的な写真や記事が作成されまして、立ち上げた後も Facebook を通じて頻繁に情報発信を行

っているところでございます。 

改善点としましては、この販売組合について、どういうふうに運営していったらいいの

か、どれぐらいの作業が必要となってくるかどうか、そういった農家さん達の不安があり、

商品数が少ないことです。そういったところの解消をつなげていって、少しでも商品数を

増やしていきたいと考えています。そして、ホームページを見ていただく数としては、プ

ロの意見からしたら、「初月として結構多いよ」ということでした。ただ 6.4 万円というと

ころは、サイトは見るのだけれども、そこから買うという行動につながっていないという

指摘がありました。そこで、少しでも買っていただけるよう、もっと商品の説明をきちん

としていき、さらに将来的には、現在は自分専用のページをつくって販売をしているので

すけれども、そういったページでは中々お客様が来ないという課題がありますので、お客

様がたくさん来ていただけるような、楽天・アマゾンなどのネット販売という形も検討し

ていきたいという声があったところでございます。 

続きまして、2 ページ目をご覧ください。キャリア教育につきましては、子ども達がいき

いきと働く大人の姿をみて、池田町にこんな仕事があるということを知り、将来池田町に

働こうという意識を育てて、結果的に就職率向上につなげていこうということを目的とし

て行っております。昨年度、キャリア教育コーディネーターとして専門の人材を 2 名、任



10 

 

命しました。その 2 名の方々がキャリア教育コーディネーターとなるための研修・勉強を

重ねてまいりました。そして、今年の 6 月に資格試験がございまして、無事 7 月に 2 名と

も合格しました。中学校では、秋に企業体験を控えておりますし、高校では野畑校長先生

からインターンシップや地域との結びつきを強めていきたいという声がありますので、そ

ういった活動を形にするよう、企業に連絡を取ったりする等の活動が始まっております。

去年行ったこととしましては、そもそも「キャリア教育」ってなんだろうという声が現場

からはありました。そこで、まずは教育委員や、学校関係者の一部を対象とした研修会や、

保護者を対象とした講演会を開催しました。それと同時に、キャリア形成の一環として、

検定の資格助成ということもやってまいりました。 

KPI につきましては、昨年、キャリア教育プログラムに参加する企業数 50 社として、描

いていたのですけれども、実際のところコーディネーターを育成する期間や、学校とコー

ディネーターの関係を築く期間に時間を要したというところがあり、今年の 11 月に企業体

験をする前に、実際企業を訪ねながら、50 社訪問して、町の企業体験プログラムを良くし

ていきたいという目標に変えております。こちらにつきましては、今後、中学校で今現在

行われている職業体験のバージョンアップであったり、高校の方と連携をしまして、イン

ターンシップであったり、地域の方を招いた講座であったり、そういったところに力を入

れて、少しでも子ども達と魅力的な大人との接点をつくっていきたいと考えております。 

続きまして、3 ページ目をご覧ください。こちらは、観光に関するプロジェクト、池田山

を活用した体験交流ツアーづくりを目指したものでございます。これは、桜の季節以外に

も、年間を通じた体験交流ツアーをつくることで、多くの方に池田町に来ていただいて、

池田町の観光消費額を増やしたいということを目指しております。こちらにつきましては、

JTB やドコモバイクシェア等様々な企業の力を借りつつ、少しずつ形にしていったところ

でございます。 

その成果品として、『るるぶ 池田山』や、今年の 7 月 16 日から始まりますレンタサイ

クルサービスなど、少しずつ形になっていっているところでございます。また、ツアーガ

イドの育成講座も開催し、去年『るるぶ 池田山』をつくっていく過程で設定しましたツ

アーコースを巡っていただく、モニターツアーを実施しました。モニターツアーに参加し

た方々からの声を紹介させていただきますと、「池田山麓からの景色や、お茶農家さんとの

触れあいがあってよかった」という声がありました。 

課題として、地図が分かりづらいことや、観光スポットを訪ねても、説明がしっかり書

いておらず、よくわからなかったという声がありました。良かった点や見えてきた課題を

今後つくっていく体験交流ツアーに活かせることが、よかったところだと考えております。

今後、池田町の特産品のひとつであるお茶の関係者の方々と協力をしながら、お茶を通じ

た体験プログラムを企画して、魅力的なツアーをつくっていきたいと思っています。また、

実際にツアーの参加者数を増やしたり、観光消費額を増やしたりとなりますと、ツアーを

担っていただく団体であったり、事務局というものが必要となってきます。そういった人
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達を掘り起こして、形にしていくということが今後の改善点でございます。また、消費額

のアップにつなげるためにも、町内の飲食業店等との連携もしていきたいと考えておりま

す。 

続いて、4 ページをご覧ください。4 ページは「I Love IKEDA ～町民による池田の魅力

発信～」でございます。こちらは池田町の方々を対象に、「池田町の魅力にもっと気づいて

情報発信できるようになろう。それを女性目線で、女性の方を対象とした情報誌をつくっ

て、女性ならではの口コミに期待しよう」ということで始まったプロジェクトでございま

す。 

こちらのプロジェクトにつきましては、『いけ本』という成果品がありました。『いけ本』

を作るのに写真を募集したり、写真を募集した後には編集員となる方が実際に現地に取材

したり、記事を書いたり、冊子を構成していったり、そういったことを取り組んでまいり

ました。KPI としては、写真の投稿数を 100 件と掲げておりまして、実際は 121 件という

応募がございました。 

良かった点としまして、限られた時間の中、編集委員が女性にターゲットを絞り、女性

目線でという軸、コンセプトをぶらさずに、こだわって冊子づくりをし続けたというとこ

ろでございます。そして、この編集委員には、池田高校にもご協力いただいて、高校生の

方に 2 名、編集委員として入っていただいて、大人顔負けの意見を言っていただき、非常

に助けていただいたところでございます。さらに、その高校生は終わった後に、写真を応

募していただいた方 32 名に、一枚一枚、手書きでお礼の手紙を書きました。子ども達にと

っては、それが地域学習につながって達成感を味わえ、高校にとっては、学校の PR につな

がったことが良かった点だと考えております。 

改善点として、今回作成した『いけ本』は広報で配布させていただいたのですけれども、

私たちが期待していた若い女性の手元に本当に届いたのだろうか、という疑問があります。

狙ったターゲットにきちんと届くような配布方法を考えていく必要があります。また、編

集委員が少なく負担が大きかったということもありますので、新しい編集委員を募集する

というところも課題であります。応募があった写真が風景に偏っていたので、写真の集め

方も工夫していきたいと考えております。 

続いて、5 ページ目をご覧ください。ショートフィルムコンテストを開催させていただき

ました。コンテストの趣旨としては、「池田町民が参加できて、町民同士がつながれるよう

なオリジナルイベントをやっていきたい」というものです。一方で、動画を撮るというの

は初心者にとって取り組みにくいという声もあったので、動画を作るための講座を 5 回開

催し、その講座を参加者同士がつながれる場にしました。参加者からは、「最初スマートフ

ォンの使い方もよくわかっていなかったのだけれども、実際撮り始めてみたら楽しかった」、

「撮れるようになったら嬉しかった、企画してくれてありがとう」という声がありました。

参加していただいた方の中では、あたたかい空気が生まれて、つながりが生まれたのでは

ないかと考えております。 
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15 秒の池田町を紹介するショートムービーということで募集をかけましたところ、21 点

応募がありました。これは目標として 50 件と設定したのですが、かなり高い目標に設定し

すぎたと反省をしております。実際に、動画講習会を講習してくださった先生からは、「初

めてこういうイベントを行う場合、5件も集まればいい方だと思う。21件もやって驚いた。」

と感想をいただいております。応募作品については、ホームページ等に掲載しております

が、やはりもっと多くの方に見ていただきたい、池田町の外の人にも見ていただきたいて、

池田町の魅力を知っていただけたらいいなと考えております。そこで、改善点としては、

応募のあった動画作品の活用方法の検討です。また、動画を作成するということを、今後

どういう形でやっていくかというところも、併せて検討していく必要があります。実際 15

秒で撮影、放送して、1100 名の方に投票していただいたのですが、見ていただいた方から

は、「結構短かったね」、「もっと 30 秒ぐらいあった方がオチもあってよかったよね」とい

う話もありまして、時間を長くすることも必要ではないかと考えています。 

続きまして、6 ページ目をご覧ください。「○和プロジェクト」若者コミュニティの活性

化により結婚へつなぐプロジェクト。こちらは、婚姻率のアップを目標としております。

町の結婚相談所は参加しづらいし、婚活パーティは恥ずかしくて参加しづらいという声が

あり、若者が気軽に、かつ継続的に集まれるような「場」づくりをしていきたいというと

ころで始まりました。22～35 歳を対象に同窓会を開催する学年を募集したところ、25 歳か

ら応募がありました。その同窓会を行った後に、それで終わりというわけではなくて、イ

チゴ狩りやスイーツづくりなど、継続して集まれるイベントを開催し、さらに、「ホンマで

っか TV」に出演されている重太みゆき氏をお招きして「印象力アップ」講演会を開催しま

した。 

先日、25 歳会の同窓会の幹事をしていただいた方を招いて、「実際やってみてどうだった

か」ということについてお話を伺いました。この学年は、全員で 282 名の人数で、当日の

参加は 112 名、参加率 40％ということで、そんなに多くないという印象を受けられる方も

いるかもしれませんが、実は非常に高い数字であることが分かりました。多くの学年では、

幹事が仲の良かったグループとなります。そうすると、幹事が声をかけられる仲の良い同

級生が重複してしまい、結果、30～40 名ぐらいしか集まらないそうです。しかし、この学

年は 13 名幹事がいたのですけれども、仲良しグループではなく、例えば出身小学校が違っ

たり、クラスが違ったりなど、誰が幹事をやるかしっかり人選をしたそうです。その結果、

幅広い声かけが可能となって、112 名の参加につながりました。幹事に聞いてみたところ、

本番もかなり楽しかったそうですが、一番楽しかったのは準備段階だそうです。この幹事

は、本番までに何回も集まって、昔の思い出話しをしたり、同窓会で流すビデオを撮るた

めに中学校に行ったりなどの準備を行ってきました。その結果、25 歳の 1 つ下の学年が、

「なんか楽しそうなことをやっているな」、「こんな風に自分たちの学年も盛り上がってい

きたいんだけど、どうしたらいいですか」と 25 歳会幹事に聞きに来たそうで、少しずつ広

がりが生まれています。 
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改善点として、これは私自身の反省でもあるのですけれども、募集をした後にただ待つ

だけでは、なかなか応募が無いという実情がございます。今回 25歳で集まったというのは、

役場職員に 25 歳の方がいたので、その方から積極的に声かけをして幹事が見つかったとい

う経緯がございます。そういったキーパーソン人材の発掘であったり、25 歳会でうまくい

ったノウハウを伝えていったり、少しでも多くの学年が参加しやすいような空気づくりを

することが大事だと考えております。講演会については、内容自体はかなり好評だったの

ですけれども、講演会に来て、参加者同士が話すことがなく、終わった後でそのまま帰っ

てしまったという声も聞かれました。講演会を行うだけではなくて、このプロジェクトの

目的というのは、仲間同士が話をしてつながるというところにあるので、そういう仕掛け

作りが大切だということが反省点です。 

続きまして、7 ページ目をご覧ください。「達人から学べ」という、町内の「達人」の方々

から「わざ」を学ぶ講座を 10 講座開催しました。料理講座、お菓子づくり講座、写真講座、

大塚酒造さんのお力を借りて酒づくりの話を伺う講座など、色々な講座を開催しました。

合計で 217 名の方にご参加いただきまして、定員に対して 9 割超という結果になりました。 

良かった点としては、アンケートをとったところ、満足度の項目は全プログラム平均で

94.2 という高い数字が出たというところがあります。この数字は、町民メンバーの方々が

イベントの運営に慣れていたことが大きかったです。例えば参加して下さった方に、講座

が終わった後に表彰状をお渡ししましたが、このような事前準備がしっかりできていたと

いうところがあります。また、限られた時間の中、10 講座の内容を決めることができまし

て、その後に広報するための「達人に学べ」というパンフレットも作成しましたが、それ

もかなり評判が良かったと聞いております。 

改善点としては、講座の中で調理器具の準備不足や、参加者の希望に応えられなかった

ことがございましたので、講師の方との事前の打ち合わせ・準備が大切だという点です。

また、Facebook を通じて情報発信、募集をしましたので、出欠管理や、発信方法も今後の

鍵となってくると考えております。今回は町民メンバーから知っている先生にお声がけを

して講座を開催するという形を取ったのですが、やはり「私も講座を開きたい」という声

があるかと思いますので、公募することで、達人の方により参加していただけるような空

気づくりを考えていきたいと思っております。大分駆け足となりましたが、以上でござい

ます。 

 

（岩谷座長） 

 はい、ありがとうございました。質問をお受けする前に、中日新聞の廣田委員がいらっ

しゃいましたので、一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

（中日新聞 廣田） 

中日新聞揖斐川通信部の廣田です。取材があったものですから、会議に遅れてしまって
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大変申し訳ございません。池田町は意欲的な事業をたくさん行っていて、私も新聞紙面で

活用させていただいております。マスコミからの観点を、この会議でご提供できればと思

います。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か。 

 

（岐阜新聞 富樫） 

僕も、レンタサイクルのツアーも参加させていただきましたし、その後学生とも乗らせ

ていただいたのですけれども、学生に聞くと、「池田温泉」や「池田山」は知っていたとい

うことでした。それ以外にも山麓を自転車で巡って楽しかったという声もありましたし、6

月 6 日に町内をボランティアガイドのみなさんに案内していただいたんですけれども、そ

れぞれ地域毎に色んな歴史があるということを学ばせていただきました。他の地域の地方

創生を見てはいるんですけれども、これ程たくさんのプロジェクトをやっているところは

ありません。その点、町民の皆さんとか、役場の皆さんのご努力はすごくいいなと思って

いるのですけれども、池田町がやっていることを知っている人は知っているのですが、ど

うやって広げていくかが課題だと思います。ちょっと脇にそれるんですが、実は僕も

Facebook をやっていまして、池田でやっているのは、土川商店さんで色んなイベントや農

産物・特産品の販売サイトとか、それも情報で少しずつ広まっていきます。ネットは現場

のリアル感が大事ですけれども、やはり実際に来てもらうとか、場合によっては大垣や岐

阜に出ていって、実際に見てもらったり食べてもらったりとかして、また次に池田に来て

もらうとか、是非工夫していただければと思っています。 

 

（区長連合会会長 今西） 

私は今回初めての参加なのですが、前からこの内容については興味がありまして、先ほ

ど農業委員の方が後継者問題のことでちょっと触れられましたけれども、実際専業でやっ

ている方はそれぞれ一生懸命やっていて、後継の問題等についても取り組んでいらっしゃ

る。ただ今池田町の農産物関係をみていると、個人の営農をやっている方が大半なんです

ね。という中で、専業に移られる方はいいんですけれど、兼業がほとんどだと思います。

今やっている方は今までの流れの中でなんとかやってみえるんですけれども、高齢化が進

んでおりまして、「後を誰がやってくれるんだろうか」という悩みを抱えて見える方がほと

んどなんですね。特にお茶なんかはそうです。90％は個人で支えているのが現状です。そ

このご子息等の後継者の意識を調査されたのかどうか。実質、私も農業者のひとりなので

すが、自分の息子がやってくれるかどうか、全く分かりません。どうもやりそうもない。

そういったところまで調査をして、方向性をどういうふうに持って行くのか。池田町とし

て、例えばお茶の町と言っていますが、今どんどんお茶畑は減っております。もう来年か
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らはできませんと、７～８畑ある方がもうギブアップされてみえるというのが現状でござ

います。そういう人達をしっかりと支えていかないと、うわべだけの、できあがっている

現状の中だけでの評価では、この先心配だと思いますので、ひとつ宜しくお願いしたいと

思います。 

 

（小川企画課長） 

今の件ですが、当然、問題の部分かと思います。町として、今この地方創生の取組とい

う中では、確かに後継者という問題の根本には直接触れておりませんが、販売価格が下が

ってきているというところから、特産のお茶を少しでも広げて売っていくというところに、

まず今回については触れたというところであります。今後については、産業課と相談して、 

アンケートがとれるかどうかというのは難しいかもしれませんが、進めてまいりたいと思

います。 

 

（町農業委員会会長 松井） 

ただいま今西さんの方から、農業についてのお話をいただきましたが、個人的にいつも

思っていることですが、特におっしゃったようにお茶について、特産品といいながら、現

実的にはどんどん生産者は減っていく。お茶を使った特産品というのも「茶っプリン」等

色々お話は聞いておりますが、元のお茶を生産する方が減っている中で、売ることだけ考

えていってもだめだと思います。我々農家は、私もお米をつくったり野菜をつくったりし

ていますが、技術指導という問題、あるいはアドバイスが出来る方、揖斐農林事務所、揖

斐川農協さん、この辺りのご協力をいただきながら、池田町の新しい特産品を考えないと

いけないと思います。いつまでもお茶を考えていると、今日も私実は、この会議に来る前

に、耕作放棄地のパトロールに行ってきましたが、もう山手の方は、年々何も作らない土

地が現実に増えてくるということが、目の前に出てきています。だから、さっき言われた

ように、個人農家だけをうんぬんというわけではなく、もう少し町と JA、あるいは県と検

討していただいて、この池田町で何か魅力あるものをつくらないと、売ることより先に、

もっと美味しいお米をつくるとか、美味しい野菜をつくるとか、そういうところの進路を

見つけることで、今後農地・農業は、もっと発展・加速化していくのではないかなという

感覚を持っています。その辺のところ、ちょっと趣旨とは外れているかもしれないですけ

れども、私個人はそう思っておりますので、御意見させていただきました。 

 

（早田理事） 

お茶についてなのですけれども、観光プロジェクトの中で、「お茶を売るだけではなくて、

他の価値をつくりだしていきたい。お茶の産地を支えたい」という若い方の声がありまし

て、それでお茶を使った体験交流プログラムをつくろうという動きがあります。その中で、 

体験に参加してくださった方からお金をいただいて、それを収入の一部にするという考え
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方で、今動いています。 

今西委員がおっしゃった後継者問題について、高齢化が進んでいるので、若い人を育て

ていくのが大切という趣旨だったかと思ったのですけれども、私も同じ問題意識を持って

います。若い農家さんを巻き込み、火がつく方法を模索しているところですので、その点

皆様からアイデアをいただけると助かります。 

 

（岩谷座長） 

今、農業関係の話が出ましたが、池田町は福祉の町、教育立町、そして 3 本目の柱とし

まして、観光の町池田を目指しております。その分で、地方創生に関しては、養老鉄道さ

ん、本当に大切な我々の基盤でございますので、養老鉄道中澤委員から御意見をいただい

た後に、JTB 飛田委員からお話いただきたいと思います。 

 

（養老鉄道 中澤） 

養老鉄道中澤でございますが、観光という視点と、公共交通という視点、この 2 つの視

点から、一言述べさせていただきたいと思います。先ほども述べさせていただいた通り、

鉄道がこの地にこれからもずっと残って、みなさんの足として役割を果たしていくという

ことが、既に決まっております。我々としては、やはりこの地域にとって公共交通がなく

なることは、地域の価値が下げるという形につながりかねないので、地元の皆様と一緒に

議論させていただいて、永続的な形でなんとか鉄道を、公共交通が残るというのを模索し

てまいりました。おかげさまで、先ほども申し上げました通り、平成 29 年中に新体制に移

行するということで、地元の皆様との協議が固まって、我々としてもそれに向けて取り組

んでいきます。鉄道が残るためにはご利用の皆様方が増えていかないと、鉄道の存在意義

というのは非常に難しいところがございますので、日頃ご利用いただく地域の方々、そし

て地域外からも、この鉄道に乗っていただくことによって、鉄道の存続、そして地域の発

展につながるものという風に考えております。 

先ほど、このプログラムのご紹介もいただきました中で、池田山を活用した体験交流ツ

アーというところにつきましては、養老鉄道におきましては、このツアーに関連すること

といたしまして、養老鉄道では以前からサイクルトレインということで、自転車を鉄道に

持ち込んでお客様の利便を図ろうということを、長らくやってまいりました。今回、池田

山を活用した体験交流ツアーの中で、レンタサイクル事業というものを、池田町・揖斐川

町、そして我々においてもそれに向けていきながら進めていくということで、やはり外か

ら、池田町以外のところから、お客様をどんどん取り込んでいきたいなというふうに、い

わゆる輸送機関としても考えているところでございます。我々の力だけでは到底できるこ

とではなくて、進め方につきましても、JTB 等旅行会社様のお力を借りながら、是非進め

てまいりたいと思っておりますので、そのような進め方等につきましても、アイデア等ご

ざいましたら、是非我々の方にもお声がけいただければ有り難いと思っておるところでご
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ざいます。 

 

（JTB 飛田） 

JTB としては、着地型商品、旅行をつくることによって、一般のお客様に PR し、人の交

流を増やすということが一番効果的で迅速な、私どもの方法です。では、「着地型商品」と

いう、いわゆる魅力的な旅行をつくるにはどうするか、当然「魅力的なコンテンツ」とい

うのが必要になります。できれば、どこにもないコンテンツであれば、当然ですがお客様

に来ていただけます。どこにでもあるようなそば打ち体験では、なかなか振り向いていた

だけませんし、お越しいただけません。それでいて、尚且つ「感動」やディズニーランド

のような「わくわく感」があれば、当然人は来ます。そのためにどういうようなコンテン

ツを探して、磨くか、ということが必要となって来るのだと思います。 

その中のひとつとして、池田町には「池田山」というものと、「お茶」というものがあり

ます。お茶も、通常のお茶摘み体験とかだけでなく、途中でお茶が飲めて、レンタサイク

ルをからめ、対象をファミリー層に絞る等、少しお洒落にまとめた、他とは違うお茶を使

ったコンテンツを開発できないかということを、今いろいろと議論をしておりまして、今

度京都の方に先進事例を見に行きたいと思っております。お茶の生産者が減っているとい

うのは問題としてありますが、「お茶」はキラーコンテンツになり得ると考えておりますの

で、こういったものをどのように使うかが重要です。あとは、スイーツですね。やはり若

い女性、もしくはシニア層、それからファミリーを引っ張る女性、ここに対してどのよう

に PR していくか、というところです。 

お茶を使ったスイーツを含め、池田町内を含めた周遊、回遊できるような仕組み、レン

タサイクルを使ったものができないかということで、こういうようなことも含めて、考え

て行く必要があるだろうなと思います。ですから、キラーコンテンツがたくさん出てこれ

ばいいのですけれども、温泉もそのひとつですけれども、それらを組み合わせながら、池

田町らしさというものを作る。そのためには、皆様方の努力を含めてですね、お願いした

いと思っております。現状としてこれが一番だという具体的な案はありませんが、今後皆

様方とお話させていただきながら、つくっていきたいなと思っております。 

 

（岩谷座長） 

 池田町らしさが求められると思いますが、早田理事、どのようにお考えでありますか。 

 

（早田理事） 

「池田町らしさ」。私はそれを今後、町の人と一緒にプログラム作りを行っていきたいと

思っておりますので、その中で答えが出てくると思っております。 

 

（岩谷座長） 
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それでは、キャリア教育という部分から、池田高校校長野畑委員から一言、よろしくお

願いします。高校生の生徒さん達が、いろいろご活躍もいただいたというお話も聞いてお

ります。 

 

（池田高校 野畑） 

キャリア教育の方で、2 名のコーディネーターさんが研修されて、学校の方にも来ていた

だきました。進路指導部というのがございますが、そことタイアップしながら、特に池田

町内の企業さんでお話を聞いたり、あるいは体験的に参加したりということをさせたいと

思っております。3 年生は既に就職ということで始まっていますが、1～2 年生に対して行

うものです。中学校の職場体験とは違った形で、将来、恐らく高校を出てすぐに就職する

のではなくて、大学なり、上級学校に行ってから、この町内で魅力のあるところ、そこで

自分の力を伸ばしていける企業に勤める、あるいは積極的に自分が起業するという形での

子ども達の参加。そのための池田の魅力というものを、今のうちに十分知らせる活動。そ

ういう形でコーディネーターさんに、医療の方、あるいは時事関係の方のご協力をいただ

いて、講演会も考えているところです。 

それから、キャリア教育というところでは、知識なり、学力というところ、今で言いま

すとコミュニケーション能力というところ、その基盤となるのが、多くの知識を吸収して、

それを活用できるということになりますので、そのために今漢字検定なり、あるいは外国

の方とコミュニケーションができるような英語能力ということで、英語検定、それから、

文章検定というのもございます。それで、自分の考えをしっかりと情報発信できる発信力

ということを身につけるために、実際 1000 円でも受験できるという形にしましたら、たく

さん受験者がおります。そういう形でも、学力向上ということにつながっているというふ

うに思いますので、そういう 1 人 1 人の力を高めるということも大事だと思っているとこ

ろです。以上です。 

 

（民生委員 竹中） 

去年からこのメンバーに加えさせていただいております。『るるぶ』の本など色んなガイ

ドブックが出てきて、いよいよ動きだしたなという感じがしている中で、個人的にはレン

タサイクルでひと巡りしたいなというのを思っています。 

今回、発言させていただこうと思ったのが、たまたま『るるぶ』の本の中に、写真付き

で、私が住んでいます上八幡のハリヨの池が紹介されておりましたことです。天然記念物

ということは前から分かっているのですけれども、地元に住んでいる我々としましては、

ハリヨというのは天然記念物というイメージが、正直なところありません。我々は小さい

頃に魚を釣りに行くと、えさを付けなくてもとにかく最初に突っついてくるのがハリヨと

いうことで、すぐいつも放してしまう魚でした。それが何十年経って、今では天然記念物

となっていて、全然扱いが違う魚になってしまっている。私もたまたま今年の 5 月に『る
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るぶ』の本を見ながら、長野の方に遊びに行ったのですけれども、やはりその本を見て、「こ

こ綺麗そうだな」とか「これ話に聞いたことがあるけど、いっぺんいってみようかな」と

か、そう思って出かけるんですね。池田町でこういう『るるぶ』のような本があって、ハ

リヨの池が書いてあって、「いっぺん行ってみようかな」となって、例えば町外の方が来ら

れた際に、今のハリヨの池ではあまりにもさみしいな、と思っております。ただ池がある

だけで、池の中に別にハリヨが見えるわけではない。ついこの間も、蛍祭りがありまして、

町長さんにも見に来ていただいたのですけれども、ハリヨの池の、本来の川にはほとんど

蛍はおらず、横のちょっとした水の中の、距離でいうと 20ｍぐらいのところに乱舞してい

るのですけれども、ハリヨの池のところは一生懸命探さないと分からないという状況です。

整備するとすれば、それぞれ訪れる先にも、それなりのものがあって、「行って綺麗だった

な」とか「行ったらいろんな説明があって良かった」とか、「こんな田舎だけど昔の戦国時

代からの偉い人が来ていたんだな」とか、そういった感心できるようなものになってない

といかんなと思います。たまたま本に写真で載ってはいるけれど、地元の人間としては、

ちょっと現状の風景は寂しいなと思います。やっぱり観光を展開する中で、行ってみたら

結構面白いところやったなと思えるような、例えばあの淡水魚水族館のように、ハリヨと

いうものはこういう生き物だよというものがわかるように、水槽に入っていないと、来た

人が「ハリヨってどこにおるんだ」となって、何も分からないのでは意味がないなと思い

ます。 

 

（岩谷座長） 

ありがとうございました。本来でありましたら、皆さんから御意見をお聞きしたいので

すが、時間の都合もございますので、これで意見の方は閉じさせていただきます。それで

は、概ね、ＫＰＩ達成にむけてプロジェクトごとに町民と民間事業者と役場職員が共に引

き続き活動されているということがご理解いただけたと思います。ここで、10 分間の休憩

を取りたいと思いますが、よろしいでしょうか。その後、グループ毎に分かれまして、そ

ちらの方で、皆さんの御意見を集約させていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

【10 分間 休憩】 

 

（岩谷座長） 

それでは議題２、「今後の地方創生の進め方」について、事務局から説明をいただいた後、

グループ形式で議論したいと考えております。それでは、事務局からの説明をお願いしま

す。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

（早田理事） 
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 こちらからは 2 つのパートがございます。それぞれ今年度進めていく内容について話を

させていただきます。その中で、これから考えていきたい課題について、みなさんにご議

論いただきたいと思っております。少しでも皆様のお話しできる機会を増やしたいと思い、

今回このような形をとらせていただきました。よろしくお願いします。 

それでは、資料 2 をご覧ください。まずは、観光に関するプロジェクトでございます。

養老鉄道トレクル「池田まるっと体験交流ツアープロジェクト」というものでございます。

こちらの目的としましては、池田町ならではの体験交流ツアーをつくり、自由に町内を回

れる電動アシスト付きレンタサイクルを整備することで、年間を通じた観光客数の確保、

地域経済の活性化を目指していきたいというものでございます。レンタサイクル事業とし

て、7 月 16 日からレンタサイクルサービス「養鉄トレクル」を開催することとなっており

ます。さらにレンタサイクルの利便性の向上のために、この秋リリースを目指して「ナビ

アプリ」の開発を進めてまいります。ナビアプリとは、カーナビの自転車バージョンのよ

うなものになります。更に、ただレンタサイクルを配置しただけではなかなか使っていた

だけないので、レンタサイクルと養老鉄道サイクルトレインを組み合わせ、「自転車を使っ

てこんな遊びをしよう」「おもしろそうだね」と興味を持っていただいて、池田町に来てい

ただけるようなレジャーの提案を実施していくための公募を、７月中旬に行っていきたい

と思っております。実際の実施時期としては秋頃を予定しております。さらに、ツアー作

成の取り組みとしましては、お茶関係者と協力をしながら、サイクリングとお茶を組み合

わせたような体験交流プログラム、そしてそれをツアーとして形にしていくことを目指し

ております。先ほど飛田委員からお話がありました、6 月 22 日にお茶の先進地である京都

府和束町に、お茶の関係者も含めて一度視察に行くことを予定しております。また、従来

から観光で活動されている観光ボランティアの方や、昨年ガイド育成講習を受けた方との

連携・協力をはかりながら、体験交流ツアーを形にしていくことを、目指しています。さ

らにさくら会館を活用しまして、そこでお茶の淹れ方を学んだり、お茶を楽しめたりする

ような体験交流ツアーを実施できるように、改修工事を今計画しておりまして、現在耐震

診断を実施中、もう少しで判明するという状況です。この事業の KPI としましては、28 年

度下半期 10 月から来年の 3 月までで利用者数 1,260 人という目標を立てております。これ

は平日の利用率にしますと 25 パーセント、休日にしますと 55 パーセントとなります。こ

のラインを超えると、今後ずっと永続的に収支が黒字でやっていけるというものになりま

す。さらにこのレンタサイクルについては、揖斐川町と池田町と共にやっておりますが、

そこに留まらず、西濃地域の他市町にも、特に養老鉄道の沿線地域や、あるいは関ヶ原や

垂井まで片山トンネルという地理的な状況を利用して、波及をしていきたいと考えており

ます。そのためにも、レンタサイクルの利用実績が重要となってきまして、この利用率を

高めるための工夫をしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。この後

10 分程議論のお時間をいただいた後に、進行役の方にグループ毎のまとめを発表していた

だきたいと思います。 
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（岩谷座長） 

 では、グループ毎によろしくお願いします。 

 

【各グループによる議論】 

 

（早田理事） 

すみません。それでは、お話のところ大変恐縮なのですが、時間がまいりましたので、

まずは C チームの方から、それから B チーム、A チームの順番に、発表をお願いします。 

 

（C チーム） 

では C グループより、意見が出ましたことを順番に述べさせていただきます。レンタサ

イクルということですけれども、最初からパックにして行き先を決めてしまわないほうが

いいのではないかと。もっと自由に始められて、気楽に自分の好きなところに行くという、

柔軟で、借りやすい状況を作っていきたいと、それがまた PR になるのではないかというご

意見がありました。またそれとは反対に、名古屋など池田町以外に住んでいる方にとって

は、どこにいけばいいのか分からないので、やはりおすすめコースがあると分かりやすい

のではないか。 

それから、養老鉄道の切符ですけれども、例えばその乗車券に写真入りの切符を持って、

例えば池田温泉を利用すれば、それが何円引きになるという特典付きのような切符をつく

っていただけると、そして大垣駅などにいろんな切符を置いていただけると、利用率が上

がるのではないかという意見もありました。 

それから、お茶の時期は限られているので、例えば郷土芸能を見ることができる催しも

あるということも示していただけるといいのではないかなということ。池田山麓の方に食

事処がないので、そういうものもあるといいのかなということ。また、池野駅、北池野駅、

美濃本郷駅それぞれの駅に、自転車もちゃんと常備しておくべきだというご意見がありま

した。 

 

（B チーム） 

 意見は 3 点から 4 点あります。1 つはですね、安全に走れるルートの紹介です。この前、

岐阜大学の学生が池田町に来て、レンタサイクルを使用した時に、狭い道でこけて怪我を

しました。高校生のみなさんも自転車で登下校されるので、校長先生に伺ったところ、い

ろいろ通学路に先生方が立って、気をつけているようです。それから、いざという時にど

この病院に駆け込めばいいかということと、あるいは何かあったときのレスキューの紹介

ですね、そういう安全面での対策が必要なのかなというのが 1 つです。 

2 つめで、自由に廻れるというのと、やっぱりルートの紹介がいるよねというのとの兼ね



22 

 

合いなのですけれども、今自転車が置いてあるのは「役場」と「道の駅」と「池田温泉」

なのですが、どこを起点にするか、ステーションの作り方ですね、もし車で来られてレン

タサイクルを使うのであれば駐車場が起点になるのでしょうし、養老鉄道で来られてとい

うことであれば、駅のどこかになるということですけれども、その組み合わせも考えたら

いいのではないかなということでした。 

それから 3 つめは、PR の仕方とか、あるいは稼働の問題です。最近、名古屋とか岐阜も

レンタサイクルをしているところが多いんですよ。平日は仕事できているし、休日は養老

をまわる人が多いのですけれどもね、それを増やすための PR の仕方とか、工夫がいるので

はないかということでした。以上です。 

 

（A チーム） 

みなさんの出ました意見と似ているところもあるのですけれども、やはりレンタサイク

ルの利用が今の状態では少ないように思います。レンタサイクルを使うとなると、やはり

町内でなくて町外の人の方が多いです。そうした場合に、養老鉄道で乗ってきていただい

てからレンタサイクルをというのが、一番望ましいと思います。そういう PR の仕方ですね。

今言われたみたいに各駅とかに、「この駅からならこういうところに行けますよ」というの

を示したものが必要だと思います。今、中高年でも、遠くではなく、日帰り等ちょっと近

くで楽しもうという人が多いんですね。その際に、池田町を選んでもらうには、やはり PR

というのは、大切だと思います。シーズン毎にいろんな行事・イベントがあると思います

けれども、それだけじゃなくて、知名度をあげるための PR の仕方というのを工夫すべきで

ないかということを提案しました。その PR の中に、お茶や、ハングライダー等、そういう

ものをまとめた PR をしなければいけないのではないかということ。 

それから、もう 1 つは体験ツアーですね。町外ではなく町内の人に、いかに PR するかと

いうことです。3 世代～4 世代の家族の中で、一番長の世代の方は、町報を読みます。その

真ん中の世代は、町報を読まないんですよね。夫婦で、お勤めで、忙しいということで。

そうしますと、真ん中の世代の人たちがどこか遊びに行く時に、私たちもそうなんですけ

れど、池田町を見ないで、ちょっと近くで、日帰りで行けると、そういうふうに PR された

ところに行ってしまうんですね。例えば関の蓮池のところのように、私もそこに行ってき

ましたら、すごい人なんですね。こんな田舎で、ちょっとした池で、PR の仕方で、すごい

数の人が集まってきている。そういうのを見ると、池田町も、そういうのっていいんじゃ

ないかなとか思いました。住みやすいまちという内容で、若い人たちに PR することも大事

ですけれども、せっかくレンタサイクルもあるということで、そういうのを体験ツアーし

て、町内の方が初めに乗っていただいて、そしてそこに住み、「こんなによかったよ」と、

口コミで広がる。口コミというのは本当に大事ですからね。それからいろんな団体がある

と思うので、女性の会とかですね、そういう会に PR してみるというのが必要だと思います。

以上です。 
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（早田理事） 

ありがとうございました。私たちも是非、参考にさせていただきながら、これから揖斐

川町と連携して進めさせていただきます。 

 続きまして、2 つ目の議題に進めさせていただきます。資料 3 をご覧ください。最後のペ

ージでございます。「町民と役場をつなぐ『まちづくり工房』プロジェクト」でございます。

こちらは、昨年から池田町の地方創生の一番の軸のコンセプトとして、町民と役場の協働

による活動を継続し、質の高い行政サービスや、町民による自発的な活動が生まれて活気

あるまちづくりを実現することで、人口減少に歯止めをかけることを掲げてやっておりま

す。そういった中で、今の進捗状況でございますが、町民と役場をつなぐ人材、まちづく

りをサポートする人材として、今年の 6 月に「合同会社マッチメイキング」という池田町

内で興った会社でございますが、そこの奥田代表にコーディネーター役を委託しました。

奥田氏は池田町出身で、現在 39 歳、飲食店の出店、立ち上げや、大学の学食運営のコンサ

ルタント等、飲食関係の経験が豊富な方であります。今回まちづくりについては初めてと

いうことで、池田町に貢献したいという想いの下、昨年度からいろんなプロジェクトに参

加していただいているというところでございます。コーディネーターの役割として、私た

ち事務方が考えていることは、まちづくりに関心のある人材の発掘や活動支援、それと池

野駅をコミュニティスペースとして改修していきますので、そこの利用促進、管理、運営。

更に、池野駅は、池田町の窓口になる養老鉄道の駅になりますので、移住を検討している

方向けの体験ツアーの実施等、移住に関する施策も行っていく予定です。池野駅の改修に

ついては、今後できればワークショップを開催して、年内の改修予定を目指しております。

図面につきましては、別添でつけさせていただいておりますので、是非ご覧ください。ま

た、移住の施策の一環として、空き家情報をまとめたホームページの作成や、移住に向け

た調査研究、広報・PR パンフレットも併せてやっていきたいと考えております。目標とし

ては、コーディネーターが活用し、池田町の町民団体の後押しをして動き出す、そういっ

たことが今年 3 件出て来ればよいと思っております。池野駅舎は、今後のまちづくりのキ

ーポイントとして活用していきたいと考えております。そこが、どのような使われ方、ど

のような活用の仕方をしていけばよいか、どのような空間であって欲しいか、というとこ

ろをご議論いただきたいと思います。コーディネーターの役割や、まちづくりに対する心

構えが大事だと思っております。コーディネーターの方は、池田町出身ではあるのですけ

れども、学校卒業以来名古屋・東京で勤務されており、池田町を離れていたというのもあ

り、池田町の方とうまく連携して、みんなでまとまってやっていこうという気運を盛り上

げるというところに、大事な心構え、アドバイス等がいただければと思います。それでは

この 2 点について、議論していただきたいと思います。また、10 分ほどご議論いただきま

して、各グループで発表していただければと思います。よろしくお願いします。 
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【各グループによる議論】 

 

（早田理事） 

 それでは、すみません。お話のところ、失礼します。グループ毎にまとめていただいた

ものを発表していただきたいと思います。それでは A、B、C の順でお願いします。 

 

（A グループ） 

 いろんな意見が出たのですけれども、総合的に見ますと、やはり池野駅駅舎について、8

月以降ワークショップを行うということで、駅舎が拠点で、何かをする時にそこへ行けば

池田のことが何でも分かるだとか、例えば若い人がちょっとお茶をするところがあるだと

か、そういうような拠点になればいいなあということで、様々な意見が出ました。 

 

（B グループ） 

 やっぱりそこで池田のお茶を振る舞おうという意見が出ました。あわよくば、そこでお

土産を買っていってもらおうという作戦で、特に美味しいお茶が揃っているといいですね。 

2 つめに、拠点を使う際の日程決めで、この曜日はこの団体が使おうねという取り決めを

つくるということと、コーディネーターの人だけではなくて、子育てをしている人とか、

観光に取り組んでいる人とか、あるいは会社をやっている人とかがやって来て、そこでい

ろいろ情報を交換することで、繋がっていけるといいねという意見が出ました。 

3 つめは、子どもとかお年寄りとかが、そこに集まって来れるということですね。会社で

働いている人でも保育所では預けていられる時間の終わりが早くて、子どもを預かる場所

がないとか、お年寄りに溜まってもらえる場所になるといいとかいう話が出ました。しか

も、お年寄りの方に子どもさんはお孫さんみたいに色々教えてもらえるわけですから、そ

ういう世代を超えた交流の場になるといいのかな、という話でした。いろいろなマッチン

グがこの場を使ってできるといいですし、そこで学校や地域の住民がまわっていくといい、

と期待しております。 

 

（C グループ） 

 池野駅の利用ということなんですけれども、そこへ来ると、池田町のことがよく分かる、

観光の中心で、ここで何もかも知ることができる、そういう玄関口になるといいと思いま

す。例えば、観光ガイドの方が、昼間の時間だけでも常駐してくださるだとか、PR 用のパ

ンフレットや地図や、温知小学校にあるような町の模型図のようなもの、そういうような

ものがあるといいなあという風に思っております。以上でございます。 

 

（早田理事） 

 ありがとうございました。最後ひとつだけ、補足がありまして、みなさんにお配りさせ
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ていただいた、もう１枚別の資料がございます。「町民と役場の協働によるまちづくりのさ

らなる推進に向けて」というタイトルのものになります。今、ご議論いただいた２つのテ

ーマと、もうひとつ私たちが大事だと考えておりまして、少しでもまちづくりの取り組み

を皆様に知っていただきたい、そして少しでも多くの方に参加していただきたいと考えて

おります。実際、議会の方でも、池女会やアイデア工房会議は時間の余裕ある人のみが参

加している集まりではないか、もっと幅広い意見を取り入れたらどうだろうという意見が

ありましたし、あとは先ほど紹介したまちづくりコーディネーターの奥田氏が町内のいろ

んな方にお話を伺いに行く中で、やはり地方創生プロジェクトのことを知らなかったとい

うお話が結構出てきたという現実がありました。町としては、広報や新聞、ホームページ、

フェイスブック等でお知らせ・PR をしているところなのですが、やはりもっと改善してい

くべきではないのかなと思っております。今回資料として、池女会・アイデア工房会議に

参加いただいた方の構成比もつけさせていただきましたが、職業・年齢を見ましても、バ

ランスよく参加していただいている印象です。一方で、もっと拡大していくということ、

そしてこのプロジェクトの認知度を高めていくということについて、今後会議が終わった

後、いつでもかまいませんので、もしアドバイスや、ご意見がありましたら、ご連絡をい

ただけるとありがたいと思っております。以上でございます。 

 

（岩谷座長） 

ありがとうございました。各グループにて今後のレンタサイクルの利用向上、まちづく

り工房での活動に向けて貴重なご意見を交わしてくださったことで、非常に濃い議論にな

り、今後の参考となったと思います。座長としまして、つたない進行でしたが皆様方のご

協力によりまして議事がスムーズに進みましたこと、お礼申し上げます。 

本日は、皆さまお忙しい中、有識者会議にご出席いただき、誠にありがとうございまし

た。それでは、これに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。  


