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書

平成２８年７月

池田町企画課

１ 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
②ＩＴ・ＳＮＳを活用した特産品の情報発信
農産物生産者の収入増や雇用者増のためには、農産物の情報発信や販路開拓を図る必
要がある。しかし、生産者の多くは、情報発信や販路開拓についてのノウハウがない。
そこで、町が池田町の特産品をＰＲ・販売するためホームページに立ち上げ、運営を支
援し、ネット販売に挑戦する。
●実施内容
・プロジェクト運営メンバーの結成
アイデア工房参加住民より５名、町職員５名で
構成した。また、販売サイトの製作、運営に関す
る指導業務を委託発注した。
・説明会の開催
町内の認定農業者等を中心に、販売サイトの立
ち上げに向けた説明会への参加募集を行った。１
～２月、説明会ではヒアリング等を行い、ネット
販売への参加意向を把握し、３月には希望する生
産者への取材・写真撮影等を行った。
・ネット販売サイトの完成
３月末には販売サイトが完成。販売サイトでは、農産物等の特徴や生産
者のこだわり、背景にある文化などが、写真やキャッチフレーズを用いな
がら魅力的に紹介されている。
・販売組合「山のふもと・水さらら」の立ち上げ
ネット販売の運営主体として、５月に 販売組合
「山のふもと・水さらら」 が立ち上がった。発送
は毎週火曜日の週１回とすること、運営費等とし
て売上げの１５％を販売組合に納めること等が決
定。その他、商品のパッケージデザインやロゴの
活用、御礼の手紙を入れることなど、付加価値の
向上を目指している。
●ＫＰＩ
・販売サイトに掲載された商品数
（平成２８年３月） ２０品 ⇒ １３品
・販売サイトの閲覧数
（平成２８年６月） 15,000 件／月 ⇒ 6,060 件／月
・販売サイトでの販売額
（平成３２年３月） 30 万円／月 ⇒ 6.4 万円／月（H28.6）
●良かった点
・販売組合に参加した方々の熱意、団結力。販売サイト立ち上
げ後も、更なる売上げアップを目指し、月１回集まっている。
・ネット販売の経験が豊富なカメラマンが中心となり、販売サ
イトの立ち上げ、運営を細やかに支援している。ネット販売
立ち上げ後も Facebook により、こまめに情報発信している。
岐阜で発行されている「a･un」という情報誌にも掲載された。
・農産物生産者にとって、販売サイトの立ち上げに必要な初期
費用やノウハウの支援が得られたため、参画しやすかった。
●改善点
・運営への不安解消など、農家が参加しやすい状況をつくり、
商品数を増やす。
・閲覧から購買に結びつく”購買率”が低いため、商品の説明
に力を入れる。
・集客のため、楽天やアマゾンなどの多店舗展開を検討する。

１ 中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域を作る
⑩職場体験・キャリア教育を通じて、児童生徒の郷土愛を育む
地元 で働きた い場所 があると思っ ている若 者の割合が低 いという 町の現状と「 職業体験
に行った子ども達が大事なところ見ることができないまま帰ってきてしまった」というア
イデア工房会議での意見から、子ども達が地元でいきいきと働く大人に触れるキャリア教
育の推進を通じて、町内での就職率向上を目指す。
●実施内容
・実行委員会の結成
アイデア工房５名、町職員５名、キャリア教育コーディネ
ーター２名、NPO 法人アスクネットから成る実行委員会を結
成し、月１～２回打合せを行った。
・キャリア教育コーディネーターの任命・育成
キャリア教育コーディネーターとして、非常勤職員２名任
命し、学校に派遣された後に活躍できるよう、アスクネット
に通って研修を受けた。平成 28 年７月に、資格試験に合格。
現在は、企業体験やインターンシップの実施に向け、企業に
連絡を取っている。
・「キャリア教育研修会」の実施
２月１０日（水）、池田町・養基組合教育委員、学校関係
者、プロジェクトメンバーを対象に、一般社団法人アスバシ
教育基金代表理事 毛受芳高氏を迎え、キャリア教育への理
解を深めることを目的とした「○○教育を丸くおさめる視点
と考え方」というテーマで講演いただいた。
・「保護者向け講演会・意見交流会」
３月１３日(土) 池田町中央公民館にて、株式会社テムストのキャ
リア教育事業部部長で池田町在住の森哲也氏を迎え、「キャリア教
育」の観点から池田町の子どもたちに求められる力について講演い
ただき、その後意見交流・ロールプレイを行った。
進路選択をひかえた子どもの保護者同士で、子どものやる気を引
き出す親子のコミュニケーション術を学べる 機会とした。
・漢字検定の実施
キャリア形成の一環として、池田町内の小中高生を対象に、各種
検定の検定料補助を実施。
漢字検定（小学校 ３７名、池田中学校 ４３名）
英語検定（池田中学校 ５４名、池田高校 ６７名）
文書検定（池田高校 ４０名）
●KPI
①新たな職場体験・キャリア教育プログラム参画企業数（平成 28 年 3 月）50 社
→ コーディネーターが企業を訪問した数（平成 28 年 11 月）50 社に改める。
②新たな職場体験・キャリア教育プログラム受講生数（平成 29 年 3 月）400 人
③ 新たな職場体験・キャリア教育プログラムへの受講生の満足度（平成 29 年 3 月）90％
④将来、池田町で働きたいと思う中３・高３生の割合（平成 31 年 3 月）15.7％
●良かった点
・キャリア教育の普及を図るため、対象別に、研修会や講演会を実施したこと。
●改善点
・コーディネーターの育成期間、コーディネーターと学校の関係を築く期間、キャリア教
育に対する学校現場の理解を得ることに時間を要した。今後、学校現場との話し合いを
重ね、現在実施している企業体験の改善等を図っていく。
・中学校と高校と連携を深め、一貫した キャリア教育の推進を行う。
・資格取得制度についても学校現場の理解を得ながら、生徒や保護者に周知し、検定受講
者を増やしていく。

２ 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
④「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
アイ デア工房 のメン バーより、「 桜が散っ たら、温泉し か観光が ない」という 意見が
あった。そこで、年間を通じて楽しめる体験交流ツアーづくりやガイドの育成を通じて、
日帰り客の観光消費額の増加を目指す。
●実施内容
・体験交流ツアーづくりのための実行委員会を結成
アイデア工房５名、町職員５名の他、町内お茶販売
組合の若手、(株)JTB 中部、(株)ドコモ・バイクシェ
ア、広告代理店など多様な参加者が集まり、月１回打
合せを行いながら進めた。
・観光に関するアンケート、モデルコースづくりの実施
12 月に、町民 200 件、県外 450 件ほどを対象に池田町のイメージや観光スポットな
ど観光需要に関するアンケートを実施。アンケート結果をもとに、池田町の観光スポ
ットやお店の紹介、モデルコースの提案をした観光案内誌「るるぶ」の池田町特別版
を製作。さらには歴史あるお茶の町池田のＰＲなど池田町の魅力を詰め込んだ冊子と
して、３月下旬に全戸配布。
・ツアーガイド育成
「池田町体験交流ツアー・ボランティ アガイド養成
講座」を 2、3 月に４回開催。参加者 22 名。講師は、
岐阜女子大学教授 丸山幸太郎氏、西尾市観光協会専
務理事 榊原正幸氏。
講座では、池田町内にある文化財や史跡を学んだほ
か、旅行者の興味を引く話し方やガイドとしての心構
えを聴講。さらにグループごとに策定した観光コース
をお互いに発表して評価を行ったり、実際にコースを
廻ってガイドとしての実地研修を行った。
・モニターツアー実施
２つのモデルコース（山コース・町コース）を、 Ｇ
ＰＳ機能を搭載した電動アシスト付き自転車で巡る、
モニターツアーを 2、3 月に４回実施。７８ 名参加。池
田町指定文化財の他、道の駅、お茶販売店、池田温泉
などでの消費動向を探るとともに、お茶工場でのお茶
揉み体験など、今後の体験交流型ツアーの検証を行っ
た。
・体験交流ツアーに必要な施設設備の整備
池田山パラ・ハンググライダー発信基地付近のトイ
レに女子用トイレを増設し、利便性の向上を図った。
●ＫＰＩ
・体験交流ツアーの設定数（平成 28 年３月）１プログラム ⇒ ２プログラム
・育成したガイド数（平成 28 年３月）10 人 ⇒ 22 人
・ツアー年間参加者数（平成 29 年３月）3,200 人
・西濃地域一人当たりの日帰り観光消費額（平成 31 年３月）3,700 円
●良かった点
・モニターツアーを実施し、良かった点（景色、町の人やお茶農家とのふれ合い）と課
題（地図分かりづらい、観光スポットの説明不足）が見えてきたこと。
●改善点
・お茶関係者と協力しながら、お茶摘み・揉み・淹れ方などお茶の産地ならではの体験
交流プログラムを企画して、魅力的なツアーに育てる。
・体験交流ツアーの受付、観光案内業務などを行う組織・団体の設置、運営体制につい
て具体的な方針を決める必要がある。
・ガイド養成講座に参加した方と、従 来からの観光ボランティアの連携及び参加。
・観光消費額アップに向けた飲食業等との連携

２ 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
⑥「I❤IKEDA」町民による池田の魅力発信
池女 会のメン バーの 意見から、池 田町には 魅力がたくさ んあるの に、それを町 民が知
らないということが課題としてあがった。そこで、自分たちが住む池田町のすばらしい
部分に改めて気づき、その魅力を町外へも発信できるようになることを目的として、町
民に向けた情報誌を作成することとし、掲載写真を募集した。
情報誌は特に若い女性にターゲットを絞り、今までパンフレットや冊子を手にとらな
かった層に見てもらえるよう、今までに無かった女性目線のデザインで作成した。
池女会参加のメンバーと池田高校の高校生５名で I❤IKEDA 編集委員会を立ち上げ写
真の募集、編集に取り組んできた。
●実施内容
・I❤IKEDA 編集委員会の結成
池女会３名・池田高校生２名・町職員５名

計１０名

・写真募集 １２月２０日(日)～１月１５日（金）
池田町の魅力ある写真、私の好きな池田町｢I❤IKEDA｣として募集。
写真を応募しようとすることによって、応募者が改めて池田町の魅
力を探す、見直すきっかけになることも目的 とした。
写真募集のチラシ・ポスターを作成し、池田町広報とともに全戸
配布、町内の施設や店などに編集委員が掲示の依頼を行った。また、
町外も含めて人の集まる場所（大垣駅、ロックシティ、ビッグエク
ストラ池田店等）にて、チラシ配りを行った。３２名１２１枚応募
があり、そのうち町外からの応募は５名であった。
・情報誌編集
編集委員会は全８回開催。編集委員主導に｢若い女性が
思わず手にとりたくなるような冊子｣を目指し、特にデザ
インには力をいれた。
応募写真をベースに詳細な情報などの取材も行い、池
田町に住んでいる人が、池田町の良さを再発見出来るよ
うな内容を目指した。
編集委員に池田高校生が参加してくれたこともきっか
けに、情報誌の中に池田高校のページも設けた。高校生
たちの意外な一面や、高校の素晴らしい取り組みなど、
町内にあるけれども、なかなか知る機会がない池田高校
生達の姿を紹介している。
情報誌第１号は平成２８年５月号広報とともに全戸配
布。
●ＫＰＩ
・町民からの投稿数（平成 28 年３月）
１００件 ⇒ １２１件
●良かった点
・限られた時間の中、編集委員が、「女性にターゲットを絞り、女性目線のデザインで 」
という軸をぶらさず、こだわって冊子づくりをした。また、足りない素材を集めるた
め、何度も現地取材を行った。
・高校生にとって地域学習に繋がり、達成感を味わえたこと。高校生は、写真提供者 ３
２名に手書きで御礼の手紙を送った。池田高校にとっても、学校 PR に繋がった。
・町民、町外の方々から、池田町にこんなスポットがあったなんて知らなかったという
声が聞こえたこと。
●改善点
・作成した情報誌が女性の手元に届くよう、広報以外での配布方法を工夫する。
・町民側の編集委員が少なく負担が大きかったため、新規編集委員を募 集する。
・写真の題材が風景写真に集中したため、写真募集の仕方を工夫する。
・第２弾以降が継続的に発行されるよう、費用面での仕組みづくりをする。

２ 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
⑦ショートフィルム・ YouTube などで池田町をアピールしよう
池女会のメンバーより、オリジナルイベントが少ない、町民同士の繋がるチャンスが
少ないという意見があった。そこで、池田町の魅力を発信するショートフィルムコンテ
ストの開催や、同じ目的を持った参加者同士が繋がれるよう動画作成講習会を行った。
●実施内容
・実行委員会の結成
池女会２名・アイディア工房１名・町職員５名の計８名。
・動画作成講習会
12 月 12 日、19 日、１月９日、21 日、２月６日（５回開催）37 名参加。
コンテストに応募する上で、初心者の方でも一から動
画作成を学べるように、スマートフォン、タブレット向
けの動画作成講習会を開催した。講師をお招きし、動画
の撮影の仕方から編集の仕方まで、講義を行った。２回
目の講習会では、霞間ヶ渓へ出かけ 実際に風景を撮る
ときのコツや、表現方法などをわかりやすく教えていた
だいた。
参 加 者 か ら は ｢ス マ ホ の 扱 い 方 も ま だ わ か っ て い な か
ったが、撮ることの楽しみがわかった。動画を自分で作
れるようになったら嬉しい。素敵な企画をあ りがとう。｣
など講習会に参加するほとんどの方から、満足したとの
感想をいただけた。
講習会では、受講者同士の 交流ができるよう、動画の
作成時にお互いに撮影し合ったり、休憩時間を設け気軽
に 話 が で き る 雰 囲 気 づ く り に 努 め 、 参 加 者 の Facebook
ページをつくるなど、新たな繋がりができた。
・動画募集
池田町の魅力を PR する１５秒のショートムービー作
品を募集。チラシ・ポスターを作成し、池田町広報とともに全戸
配布、町内の施設や店などに実行委員が掲示の依頼も行った。ま
た、町外も含めて人の集まる場所（大垣駅、イオンタウン 大垣、
ビッグエクストラ池田店等）にて、チラシ配りを行った。２１作
品の応募があり、内１０名は講習会参加者からの応募であった。
・応募作品上映会・表彰式
応募のあった動画作品を実行委員会で選定した審査員と、中学
校や企業、住民の集まるところに行き、約 1,100 名の方に投票し
ていただいた。３月１２日に表彰式、交流会を開催した。
●ＫＰＩ
・コンテストへの出 品数（平成 28 年３月）５０件 ⇒ ２１件
・コンテスト終了後の交流会への参加率（平成 28 年３月）７０％ ⇒ 100％
・転入者におけるショートフィル ムコンテストのウェブページを見た人数
（平成 29 年３月） 420 人／年 ⇒（参考）全視聴回数 1,348 回
●良かった点
・動 画講習会 の参加 者の満足度が 高く、参 加者同士の繋 がりが生 まれたこと。 また、
コンテスト終了後の雰囲気がとても良く、参加者が盛り上がれたこと。
・動画講習会の講師から、初めての取組として、出品数が２ケタを超えたことは素晴
らしいという評価をいただいたこと。
改善点
・応募のあった動画作品の活用方法を検討する。
・継続的な活動に、どのように結びつけるかについて検討する。
・動画が 15 秒では短いという声があったため、撮影時間を工夫する。

３

若い世代の結婚・子育ての希望をかなえる

⑧「〇和プロジェクト」若者コミュニティの活性化により結婚へつなぐ
「町 主催の婚 活パー ティーや結婚 相談所は 参加しづらい 」という 意見を踏まえ 、婚姻
率の上昇につなげるため、若者が気軽に、かつ、継続的に集まれる 場づくりを行った。
●実施内容
・同窓会応援実行委員会の結成 ⇒ 池女会２ 名・同窓会幹事１３名・町職員５名
・２２～３５歳を対象とした同窓会 ⇒ 「２ ５歳同窓会」
・継続したイベントの実施 ⇒ 「いちご狩り・スイーツ作り」、「印象力アップ講演会」
●進捗状況
・「２５歳同窓会」 １月２３日(土) 岐阜市
町内に中学校は１校のみであり、本年は該当する２学年の
実施を計画し、実施学年を募集した。２５歳の年代から募集
があり、幹事を選出し、参加者を募った。過去と異なりクラ
スの住所録等がなくＳＮＳの活用が主連絡方法となった。準
備としては、幹事が当日上映するため、懐かしの池田中学校
での撮影、つながり・楽しみが持てるクイズ・ゲームなどを
考 案 し た 。 参 加 人 数 は １ １ ２ 名 で 参 加 率 は 当 該 学 年 (２ ８ ２
名)の概ね４０％であった。幹事メンバーからは、「まちの活
力には若者の力が不可欠です 。こういった交流のなかで築い
た仲間達と作っていけたら良いです」との感想があった。
・「いちご狩り・スイーツ作り」２月
７日(日) 本巣市
２５歳が継続して集まれる機会を作
るため、さらには新たな参加者を期待
し開催したところである。参加者は２
６名で内新たな参加者が５名、子ども
の参加が３名あった。いちご、スイー
ツを切っ掛けに会話が弾んでいるよう
であった。参加者からは「参加して楽
しかった。」という話があった。
・「印象力アップ講演会」２月２０日(土) 池田町中央公民館
講師に印象評論家でインプレッション トレーナーの重太
みゆき氏を招き、自己力アップ、印象力の磨き方など表現
力を学んだ。本講演会は広く住民に呼びかけ約４００名の
参加があった。参加者は手鏡のなかの自分を見て微笑みな
がら表情づくりに取り組んでいた。
参加者から「とても楽しく役に立つ研修だった」「男性も
女性も笑顔がとても大切」「今後の仕事に生かしていきた
い」との感想があった。
●ＫＰＩ
同窓会参加人数

〈 目標〉２０１６年３月

２００名 ⇒ 〈結果 〉１１２名

●良かった点
・同窓会幹事の人選を、出身小学校別、部活別に声かけるなど、幅広いメンバーが 集ま
るように工夫した。これにより、多くの同級生への声かけが可能になった。
・２５歳同窓会幹事１３名が、準備段階を楽しんだこと。同窓会終了後、幹事同士で集
まろうという動きに繋がったこと。また、その様子を知った１つ下の学年が同窓会開 催
に関心を持ったこと。
●改善点
・募集後、応募を待つだけではなく、積極 的に他の学年のキーパーソン人材を発掘し、
２５歳同窓会のノウハウを 伝達する。キーパーソン人材発掘や魅力的なイベントの企
画のため、２５歳同窓会幹事など若者の力を借りる。
・講演会の場合、参加者同士の交流が生ま れにくいという課題があった。イベントを企
画する時は、会話や共同作業が生まれやすいよう、内容を工夫する必要がある。

４．中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域を作る
⑫ 「達人から学べ！」町の達人と町民の交流の場づくり
池女会で、町民同士の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意
見から、体験・学習・交流という視点で、町民から様々な分野での達人を発掘し、達人と町民がふれあ
える機会をつくる。
●実施内容
・交流の場を作るための実行委員会を組織し、体験型のイベントなど達人と参加者との交流のきっかけ
となるようなイベントを企画する。
・町内で既に行われている教室やイベントなどへの参加にもつながるような交流のきっかけを提供す
る。

№

講座名・内容

実施日

開催場所

参加者数
（参加
申込数）

1/16（土）
心で味わう 洋風懐石
池田山山麓にある隠れ家的名店
「桜坂」の眺めの良い景色と、
シェフによる丁寧な解説で洋風懐
石を参加者に体験してもらう。 ２/13（土）

桜坂

2

写真を楽しむ！ﾌｫﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
写真が好きな女性をターゲット
にし、写真を上手く撮るコツや、 1/19（火）
カメラの基礎知識について学ん
だ。

自由空間
ナマステ

8人

3

酒造り よもやま話しと利き酒
池田町唯一の造り酒造の「大塚
酒造」による、今日までの歴史と 1/31（日）
酒造りの講話、参加者に利き酒を
体験してもらう。

本町会館

28人

4

季節の和菓子つくりとお作法
和菓子職人から和菓子作りを直
中央公民館～
接教わり、お茶の作法については ２/９（火）
さくら会館
基礎的なマナーを教わり、お茶の
世界を気軽に体験する。

19人

5

ハガキで飛行機づくり
身近にあるものを使って自分た
ちの手で紙飛行機を作成する。で ２/20（土） 中央公民館
きあがった飛行機をとばし、手作
りの良さを体験してもらう。

25人

1

12人

12人

講座の様子

6

工場見学で白ヒゲの秘密を探れ♪
給食で普段飲んでいる牛乳を、
２/21
実際作っている「棚橋牧場」の工
（日）
場でどのように出来るか工程を見 午前の部
て、牛乳についてもっと知っても 午後の部
らう体験。

梅善「春の

11人
棚橋牧場
13人

7

えんま堂と老舗料亭
懐石膳」

8

アフリカの太鼓Ｄjembeジャンベ
３/６（日） 中央公民館
をたたこう♪

9

３/５（土） 池田町内史跡

３/15（火）
初心者でもできるオーナメントづ
くり

9

10 池田山麓

21人

10人
刺繍教室Fil
アトリエ

３/21（月）

ほっこり山寺めぐり

18人

３/19（土）

19人

山麓沿いの
神社仏閣

21人

●KPI
・体験学習プログラムの講座数（平成28年３月） 10講座 ⇒ 10講座
・体験学習プログラムの参加者数（平成28年３月） 250人 ⇒ 217人
●良かった点
・参加者の満足度が、全プログラム平均で、94.2点であったこと。町民メンバーが、イベントの運営に
慣れており、表彰状の作成など、おもてなしの心で事前準備をできたためと考えられる。
・限られた時間の中、迅速に講座内容を決定できたこと。
・「達人に学べ」の開催案内の冊子デザインが良かった。
・専用のFacebookページを立ち上げ、募集をしたこと。
・アンケートの結果分析をし、次回に生かせる反省点を研究したこと。
●改善点
・講座内容によっては、調理器具が足りないなどの事前準備不足、酒蔵見学ができなかったなどの参加
者の希望に応えられないことがあったため、講師との打合せなど、綿密に事前準備をする。
・Facebookによる情報発信、出欠管理をしっかりする。
・人気の講座は申込み２、３日で定員に達し、後で申込みした方をお断りした経緯があるため、開催回
数や定員など希望に応えられるような見直しをする。
・次回は、誰でも達人になれるよう、達人を公募する。
・「達人に学べ」を継続するためにも、町民側の運営メンバーの確保、運営費用の確保。

