
平成 30 年 第 1 回池田町地域創生有識者会議 議事録 

（平成 30 年 2 月 28 日開催） 

 

（小川企画課長） 

皆様本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうござい

ます。只今より、平成 29 年度池田町地域創生有識者会議を始めさせてい

ただきます。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、企画課長の小川と申しま

す。よろしくお願いします。 

まず、最初に本日、会議案内者であります池田町工場会代表副幹事の杉

山様、中日新聞揖斐川通信部の廣田様におかれましては、欠席の連絡をい

ただいておりますのでご報告させていただきます。 

それでは、次第に沿いまして進めさせていただきます。次第１ 町長挨

拶、岡﨑町長お願いします。 

 

（岡﨑町長） 

改めましておはようございます。大変毎日寒い日がつづいておりますけ

れども、若干気温が上がってきたようで、着実に春は一歩ずつ近づいてい

る気がします。が、まだまだインフルエンザも流行っていますので、お互

いに健康管理は十分注意をしていただきたいと思います。 

今日は平成２９年度の池田町地域創生有識者会議ということで、ご案内

を申し上げました。皆様方には年度末の大変お忙しい間ではございますが、

ご出席いただきありがとうございます。 

地方創生ということで、平成 27 年に計画（総合戦略）を立ち上げて、

こうして進めてきたわけではありますけれども、その当時は国から早田君

に来ていただいて、早田君と相談しながら、国との連携をとりながらやっ

てまいりました。その当時早田君ともいろいろ話をしていたのですが、こ

うした各階層の方に集まっていただいて、そして計画を作り上げていく、

そして目標を決めていく、そして、数値を設定していく、そうしてやって

いたのは全国でも珍しいと話をしておりました。そのくらい忠実に（国の

方針を）守ってやってきたということでございます。その当時は、地方創

生大臣が石破大臣でしたので、石破大臣にも（池田町の）話が通じていた

ということも聞いております。それだけ池田町がまじめに取り組んできた

証でもあります。 



そういったことを受けまして、早田君は２年で帰ったわけですが、時々

奥さんと池田町に帰ってきていろんな事業にも参加しており、大変ありが

たいと思っております。奥さんの方もいろいろ友達や仲間ができたという

ことで、池田町には強い思い入れがあるということで、時々帰って来てい

るようです。そういったことが、人のつながりになっていくということで、

大変いい結果になったと思います。 

そういった状況の中で、池田町として地方創生が３年を経過し、今度の

実績検証を含めながら、さらに来年再来年の２年で一応ひとつの計画が終

わるということになります。 

計画のなかで育てていく事業、あるいは、独立・自立する事業、見直し

をする事業等々を含めて、これからの２年間で仕上げていく。 

この後説明をしますけれども、総合戦略目標設定をしたなかで、少子高

齢化、人口減少が確実にきているなかで、特に、地方創生のなかで目標設

定した子どもの生まれる数についても、１．５～１．８の出生率を計上し

ていたのですが、今現在（平成 30 年 2 月 28 日時点）池田町では、１．

２まで出生率が下がっている。昨年の４月から今年の３月までに生まれる

お子さんは、昨年度までは１４０～１５０人でしたが、今年度は１２０人

を切る状況になってきています。それから、亡くなられる方については、

これだけ寒い気候では今年の１月以降ずっと月に２６人越えてきている

状況です。自然減がこれだけ進んできているので、移住定住対策、子育て

に対する切れ目のない支援をしていくということも、大事ではないかと思

っております。 

今日は２９年度の事業関係について検証し、さらに池田町として持続可

能な町、元気な町に進めていきたいと思っておりますので、皆様のご意見

を聞くなかで進めてまいりたいと、よろしくお願い申し上げまして挨拶に

かえさせていただきます。 

 

（小川企画課長） 

 ありがとうございました。それでは、次第 ２ 池田町地域創生有識者

会議委員の委嘱につきましては、各自、お席に委嘱状を配布させていただ

いておりますので、ご了承下さい。 

次第 ３ 池田町地域創生有識者会議設置要綱につきまして、お手元の

資料「池田町地域創生有識者会議設置要綱」をご覧願います。第５条の定

めによりまして“委員の任期は２年とする。とあり、当初、皆さまに委嘱



させて頂きましたのが平成２７年４月でして２年経過しておりますので、

今回改めて委嘱させていただきました。 

次第 ４ 座長の選出、事務局より座長を指名させていただいてもよろ

しいでしょうか。それでは引き続き池田町議会議長の岩谷真海様、よろし

くお願いします。岩谷様、前の席へお願いします。 

ここで町長は公務により、退席させていただきます。 

 

【 岡﨑町長 退席 】 

 

（小川企画課長） 

  それでは議事に入りたいと存じます。岩谷座長様よろしくお願いしま

す。 

 

（岩谷座長） 

それでは、議事に入りたいと存じます。まずは、本日の会議の流れを御

説明いたします。 

本日は議題１「平成２９年度実施事業の効果検証について」を事務局か

ら説明をしていただいた後、評価をしたいと考えております。 

休憩を挟みまして、その後、議題２「今後の地方創生の進め方」につい

て事務局から説明していただいた後、質疑応答の時間をとりたいと考えて

おります。 

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。 

 

【國枝地方創生推進係長から資料１、２の説明】（30 分程度） 

 

（岩谷座長） 

ありがとうございました。それでは、ここで 10 分程度の休憩とさせて

いただきます。 

 

【10 分間の休憩】 

 

（岩谷座長） 

それでは、会を再開します。評価表も出していただけましたので、皆さ



まから御意見をいただきたいと思います。 

 

（岐阜大学 富樫） 

県内や他の地域の取り組みをみていると、池田町の取り組みはすごくユ

ニークだと思います。岐阜市等会議は開いているが、市民はその動きを知

らないし、具体的な事業がなかなか動かない市町村が多い。一方、池田町

の場合は、計画策定の段階から、「いい塩梅の町」というキーワードなど、

住民の皆さんの生の声がいろいろ採用されていて、読んでいておもしろか

ったという特徴がありました。 

目標を達成するために「何かしよう」とイベントや拠点等をつくってい

るところは多いけれども、池田町のように、総合戦略の循環・サイクルと

して、子育てとか教育とか、仕事とか、高齢者のこととかいろんなことが

うまくつながる形で、事業を組み立てているところもあまりない。大学の

授業とかセミナーでも、池田は地方創生を頑張っているよ、と話していま

す。その理由は、事業の組み立てが非常に良くできていることだと思って

います。 

計画をつくっただけのところが多いとか、国に交付金の申請に行ってい

るだけとかをよく見るが、池田は最初この会議をはじめて、アイデア工房

とか池女会で計画を立てたら、すぐに具体的な事業にし、実際に走ってき

た。さらに、池野の駅舎にまちづくり工房という拠点をつくり、動きを加

速させ、広がっていったのが特長だと思っている。今この時点で、事業を

もう一度見直して、さらに新しい取り組みとか、今の数値目標を見てもま

だまだ動いていないところもあるのかしれませんけれども、そこで「こん

なふうにしたら」というコメントも書かせてもらいました。 

いろんなプロジェクトがあって、それぞれできた、できないとあるが、

この内容についてみんなで話し合う機会をつくるというのが重要だと思

います。行政も支援されると思うが、町民みなさんの取り組みがもっとつ

ないでいって広めていくといいと思います。たとえばママカフェの皆さん

が、今池田の子育てでこんなことをやっているよと広めていることや、キ

ャリア教育の事業を通じて中高生が地域に関心を持ってくれたことは、こ

れはすごい成果、数値としてもとても素晴らしい。将来この子ども達が、

町外に行ってもいいんだけれども、同窓会を開いて、またふるさとにつな

がりがもてるのもいいし、大学に行っても池田に自分の友達や仲間をつれ

てくる形ができる。このような形で、町民のつながりがどんどん広げてい



けるといい。これから 2 年とかその先の池田を良くしていく取り組みにつ

ながるといいな、と思って聞かせていただきました。 

 

（JTB(株)岐阜支店 冨田） 

今月から弊支店の支店長が変わり、このような地域創生事業に積極的に

取り組んでいきたいというのが、会社としての姿勢としてあります。 

旅行会社の視点から見ると、若者コミュニティの活性化事業、ママカフ

ェや婚活イベント「いけ婚」に関して、池田の町民同士のつながりを強固

にすることで、町に対する愛着をわかせることにつながるという事業に、

興味深く見させてもらいました。 

注目したいのが、「基本目標６ 広域連携の新たな魅力をつくる」とか、

「目標３ 町民が町に愛着を持ちPRすることで新しいひとの流れをつく

る」というところです。町内の交流をはかるのはもちろん大切で、内々で

仲良くなることは最も大事なことではありますが、「いかに外から人がく

るのか」ということが、最終的には町民の人の愛着にもつながると、思い

ます。 

「基本目標３ 移住者向けの情報発信」「I LOVE IKEDA」「ショートフ

ィルムの作成」という事業が、池田町の魅力を外に発信し、発信をするこ

とで人やお金を含め池田町にヒト・モノ・お金が入ってくる、そういった

ことが増えることで池田町の誇りを持つことで、町民の方々の町に対する

愛着が生まれる、という循環が生み出せる事業だと思います。 

池田町を今後いかに盛り上げていくか。外から人が入るようにすること

で、結果的に町民が自分の町に誇りをもって、「池田町と言えば○○」と

いうようなフレーズもできるようになります。特に若い世代は、東京、都

会の方へ行きたいという思いがあるという一方で、自分の町に「これは」

という、自慢できるものがあることが一番地元の愛着につながると思いま

す。 

自分の町の良さを発見して、それを発信して、それに人が集まるという

ところが、JTB としてもお手伝いできる事業であります。最終的には、人

も留まり、お金も、観光客も増えるという部分でイイ効果をもたらすので

はないか、ということで基本目標３、６に今後の期待をしていきたい。 

 

（工場会代表幹事 竹村工場長） 

池田に赴任して 1 年経っていないので、まだまだ理解不足のところがあ



りますが、今日のプロジェクトを聞かせていただいて、どれもが、地方再

生につながるすばらしい取組だと思います。効果の大小はあると思います

が、１つ１つ丁寧に取り組むというのが大事ではないかと思っています。

特に、テーマや、ツアー・イベントの開催が多々あったと思いますが、継

続してやるためには「新鮮さ」「刺激的」なものが大事なのかなあと思い

ます、参加された方に「驚きと感動」を与えるような、そんな「新鮮さ」

を常に発信しつづけることがよって、活性化された活動になるのではと思

います。 

また、工場会の立場から、企業誘致というプロジェクトがあったかと思

いますが、併せて雇用対策にも重点を置いた施策も大事なのではないかと

思います。 

 

（岩谷座長） 

味の素として雇用の話で苦労しているということはありますか？  

 

（工場会代表幹事 竹村工場長） 

苦労している。なかなか人が集らないという現状があります。 

池田町の会社であるので、池田町の中で成長していきたいという思いは

あります。成長していくためには、どうしても人が集らないと企業も発展

していかない。常にパート中心で募集するが、なかなか集まってこないと

いうのがあります。これは私ども工場会、18 社ありますが、すべての企

業に通ずる問題です。 

 

（池田町校長 野畑校長先生） 

「基本目標 5 中高生と社会を繋ぐ」に、池田高校は関わっております。

池田町のキャリア教育プログラムということでキャリア教育 CD を町が

配置し、2 年目ということになります。 

本校のプログラムでは、本校の卒業生や池田町で活躍している人物に話

をうかがって、学校内では得られないような人、あるいはスキルをみにつ

けることができるということで、生徒達にはわくわく体験だろうと思って

います。 

池田高校もかつては、1300 人の学生がいたが、現在では 470 人とかな

り減っている。少子化ということですが、それを押しとどめて、今１学年

160 人を集めることを目標にしている。 



今後も池田高校が面白いと若い人を増やし、来てもらうことが我々のミ

ッションであり、地域の持続的な発展を担う人材づくりということで、ど

んどんボランティア、あの「わかも会」というもので、そこの代表をして

いるのは、本校の 3 年生であります。 

多くの生徒が池田町在住でないにも関わらず、地域のボランティア活動

に参加している。池田町からも海外派遣研修ということで、ニュージーラ

ンド研修に中学生 10 名と、高校生 5 名をおくっていただいた。若い人が

活躍できる場を続けていくことは大事だと思います。 

SNS などを使った情報発信、本校のホームページは毎日更新をしている、

その日にあった新しいことをあげていく。やはり、固定化すると閲覧回数

減ると思うので、WordPress を使って写真とかいろんな記事を発信してい

る。閲覧数が増える、続けることで魅力を発信することで、媒体を利用し、

良さを広めることが大事だと思います。 

 

（岩谷座長） 

池田高校卒業後の進路先はどのような指導をしているのかをお聞きし

たい。大学生が卒業して戻ってこれるようなまちづくりを進めていきたい

と町長は常々言っておりますので。 

 

（池田町校長 野畑校長先生） 

揖斐郡には、池田高校と、揖斐高校、２つ学校があります。ほとんどが

郡内から来ますが、その 9 割が地元で生活したい、職を得たいという希望

をしています。女子生徒が６～７割、そのほとんどが介護・医療の国家試

験をとって地元で働くか、自宅から通いながら働きたいという子です。男

子生徒も名古屋、国公立では全国にあがりますが、全員が地元に帰って来

たいと思っています。それが池田高校の特色です。おそらく大垣市内の高

校に行かれる方達は、全国区の大学に行って、地元に戻ってこない子達が

多いです。 

優秀な生徒が出ていくという話もありますが、池田高校は、「普通の子」

が来る学校です。その子達は地元で活躍したいと思っている、そこを磨き

あげる学校にしていきたいと思っている。 

 

（岩谷座長） 

優秀な生徒が地元に戻ってこないのは事実。どんなまちが理想だと校長



先生は思うか。 

 

（池田町校長 野畑校長先生） 

子ども達をみていると、自分達のアイデアや行動力を活かすことができ

る活躍の場、イベントが欲しい、と言っています。私どももわくわくする

体験をさせてあげたいと思います。 

 

（民生委員 竹中さん） 

プロジェクトが色々はじまって、「まるっと体験交流ツアー」や「達人

に学べ」等いろんな企画が地方創生のプロジェクトでされていて、流石に

何十年住んでいても「こんなことやってたんだ！」と新たな魅力に意外と

気がつかされることが、結構出てきました。レンタサイクルで巡ることが

できるのも、今までになかった企画で、今時の若い子たちが興味を示す企

画がだんだん入るようになっていると思う。 

「マチュピチュまで自分では本当に行けるのだろうか？」と半信半疑だ

けど、「この自転車なら意外といけるよ」という声を聞くと、いっぺん挑

戦してみるかという気もしてくる。西濃県域全体の観光に池田町を組み込

んでもらって、池田町でも観光が楽しめるといったことがもっと浸透して

いくと、いい企画につながっていくんではないかと思います。 

 

（養老鉄道 山川） 

3 月 17 日に当社ダイヤ改正というプレスリリースをさせていただきま

した。一番大きな変更点として、大垣発揖斐行き 21 時～22 時台に各１本

の増発ということで、この時間帯は本数が少なく不便だというご要望を聞

いていたことと、実際にこの列車ごとのご利用のお客様の数をみていると、

やはり数字的にみても大垣以南より、大垣以北に経営支援をシフトしてい

く必要があると感じています。今後もダイヤの見直しや、お客様利便の向

上ということには、継続して取り組んでいきますので、引き続きのご支援

をお願いします。 

池田町の発展ということで、「地元に働く場所がある」ということで、

地元のものを使って、よその県からもお客様がきて買っていただけるよう

な物ということで、「なにかないかな？」ということで、先日京都駅を通

った時に宇治茶を使ったスイーツが１日１万枚売れているという看板を

見たんですね。池田町には美濃いび茶がありますし、イベント等で茶っぷ



りんが売っていて、食べてみると美味しいんですね。でも、まだ知名度は

低く、全国的にもまだそこまでは達していない。いい素材があるので、い

かにプロモーションしていくか。もし茶っぷりんが、名駅の高島屋で売っ

ているくらいまで地名度があがればと思います。お茶をつかったサブレと

か、かわいらしいパッケージで、スイーツは火が付くと他所から買いに来

るんですね。そうするとお店も発展し、地元の工場し、働く場所も増える

といういいサイクルができる。具体的にどう実現するかというとなかなか

難しい面もあるかもしれませんが、いび茶を使ってスイーツをキーワード

に研究するのはどうだろうか？という気がしました。 

 

（金融協会代表 宇野大垣共立銀行支店長） 

金融業界代表としてこの会議に参加しておりますが、今回 OKB として

話しをさせていただきます。地方創生ということで、私ども地方の銀行は、

地方の反映と一緒に、共存共栄でやっていかないと、我々もやっていけな

いところがありますので、いかに地方の方が元気になっていただいて、

我々と一緒にできるかというところをモットーにやっているところなの

ですが。OKB 総研 地域創生センターでは、地方と何が一緒にやってい

けるかを常に研究している。OKB 総研では、岐阜・愛知・三重の様々な

指標をもとに、統計を取って、どう資金を動かしていくか、いかせるか？ 

私は池田町の支店長として担当しています。各支店長は、その市町村で

どう関わっているか。本部から宿題を出されて、さまざまな事業を行って

います。  

前回稲沢市では、ギンナンを使って商品の開発や銀行へのファイナンス、

売り出すスキルの育成等に関わった。OKB の事業で成功したのは、美濃

加茂市のもの。若い市長の主導の下、ポーラスターという梨のくずでスパ

ークリングワインをつくるという事業を行った。サントリーが全面的に支

援を行い、これは地方が成功した 1 例だと思っている。 

池田町に赴任して半年経つ。一緒に何かの事業をやっていきたい。夏の

東京サミットで、PR できるものをと思っている。その中の一つ、ブルー

ベリーファームは収穫されたブルーベリーを関連会社で商品（ゼリー・ジ

ャム）として売り出している。手土産として持参しているが、販路拡大等

でもう少し何か関われないかと思っている。ブルーベリー商品は、町の支

援でやっているが、製品の価格が高いところがネック。普通の人にとって

は少々高いお値段だと思う。 



池田町で魅了がある。住みたいといった場合、住宅ローンどこの銀行も

借りやすくなっている、簡単に、こういう条件であれば低利で借り入れま

すよというのをやっていきたい。 

いずれにしても、地方が元気にならないと我々銀行もやっていけない。

一緒になってより深くやっていきたいと思っている。 

 

（池田町女性セミナー 勝野代表） 

この会議に参加することで、今までは知らなかった町の動きがよく分か

るようになりました。女性セミナーでは、毎月通信を発行しています。会

員も 80 名を越える中で、常時 60 名には毎月会に参加していただいていま

す。はじめは「勉強会と」いうと難しく感じていたが、そうではなくて、

女性もいろんなことを知らなくては会議に参加できないということで、情

報も得なければ、勉強もしておかなくては、という両方の柱で、会を立ち

上げ 20 年を越えました。その中で、町はこんなことをしていますという

ことを、会の中でできるだけ発信しています。女性もいろんなこと学んで、

若い人との交流も大事にし、地元の工場を見学するという計画もして、い

ろんなことを学ぶことは、若い人との会話の中にもはいっていけるという

ことで、頑張ってやっていきたいと思います。 

 

（岩谷座長） 

池田町の地方創生は 3 年が経過をして、次は 4 年目に入ります。来年度

には、もっと厳しい目でみていかないといけないです。4 年を経過してこ

れからも続けて行けるようなものをしっかりとつくっていくために、皆さ

んの厳しい目が必要かなと思います。次年度も、もう一回同じようなアン

ケートを組ませていただきます。1 年間大きく目を見開いて、池田町のこ

とをみていただいてご判断いただければと思います。 

議題１の平成２９年度実施事業の効果検証につきましては、皆さまの評

価を踏まえ事務局にてとりまとめ、町民メンバーと協働で行っている各プ

ロジェクトについては落とし込み実施していくなかでもう一度、年度途中

に評価、報告するということでよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（岩谷座長） 



ありがとうございました。 

それでは、本日の議題の２つ目である「今後の地方創生の進め方について」

に移りたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

【國枝地方創生推進係長から資料４、５の説明】（10 分程度） 

 

（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。よろしいでしょうか。 

 

（岩谷座長） 

ありがとうございました。皆様から様々な御意見を頂きましたので、ご

意見を踏まえ事務局に提案とさせていただきます。短い時間ではありまし

たが、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っ

たと思います。 

 今後とも総合戦略の進捗管理につきまして、みなさまのご協力をたまわ

りたいと思います。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。池

田町地域創生有識者会議を終了いたします。お疲れ様でした。それではこ

れより事務局に進行を変わります。 

 

（小川企画課長） 

 最後になりましたが、お手元にご案内させていただきましたチラシ資料

につきまして、紹介させていただきます。 

 効果検証のなかでも説明させていただきました「池田山を活用した体験

交流ツアー」の第３弾が３月１０日に開催されます。ぜひ、ご参加いただ

きますようご案内申し上げます。 

また、まちづくり拠点として養老鉄道池野駅駅舎を改修したまちづくり

工房「霞渓舎」がオープンし、１年が経過します。そこで４月７日土曜日、

池野駅駅舎前にて一周年記念イベントを計画中です。ぜひ、ご出席いただ

きますようご案内申し上げます。 

本日は、皆様、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。 （了） 

 


