
目的：町民と役場の協働によるまちづくりの継続、仕組み化

誰が：町、まちづくりコーディネーター、町民有志。
町は、まちづくりコーディネーターやまちづくりに
参加する町民有志を募集。
まちづくりコーディネーターや町民が自主的に活動

何を：まちづくりコーディネーターの採用（2016.6～2017.3）
ワークショップの開催（全７回）（2016.8～2016.12）
まちづくり拠点「霞渓舎」の整備（2016.12～2017.2）
「霞渓舎」家具づくり、塗り壁ワークショップ開催（2017.3）
「霞渓舎」オープニングイベント準備、開催（2017.1～3）

実績：

町民と役場をつなぐ「まちづくり工房」プロジェクト

2017.2

コーディネーターが支援した
活動団体・イベント数

4
3

（2017.3）
5

（2020.3）

目標値

「霞渓舎」の今後の運営について
運営方法

指定管理者（民間）による運営
民間団体より１件応募あり

主な活動内容
○講座や教室の開催

高齢者よろず相談、ヨガ教室、
池田ならではの暮らし体験教室等

○ワークショップの開催

課題
まちづくり人材の活動活発化、常勤化

今後の取組
外部から、まちづくりアド
バイザーを招聘



「山のふもと水さらら」農産物等の情報発信、販売

目的：農産物等の売上げ増による農家の所得向上

誰が：山のふもと水さらら販売組合
地元農家12団体が構成員(米、お茶、ブルーベリー、野菜等）
町は、事務を一部支援。

何を：農産物等を販売するウェブサイトを構築（2016.3）
山のふもと水さらら販売組合を立ち上げ（2016.6）
販売開始（2016.6）

実績： 2016.7 2017.2 目標値

出品数（品） 13 19
20

（2016.3）

アクセス数（件／月） 5,043 1,903
15,000

（2020.3）

販売額（円／月） 60,790 15,777
300,000
（2020.3）

生産者の顔が見られるネットショップ

課題：ウェブサイトへのアクセス数の減少に伴う、売上げ減

現在の取り組み：
①Facebookの使った情報発信の方法を

学ぶ勉強会の開催（全３回）

②Yahoo!ショッピングへの出店

③ウェブサイトの維持管理コスト削減

山のふもと水さららの特徴：
「山のふもと水さらら」で検索



目的：高齢者にとって生きがいとなる雇用の場の創出

誰が：民間企業
ラッキー工業（株）が主体的に実施。
町は、活動助成金の支給、広報の支援。

何を：道の駅に「BABAラボ 岐阜池田」の事務所を開く（2016.11）
「BABAラボ 岐阜池田」の活動開始（2016.12）

・高齢者お困り解決グッズの開発、販売
・高齢者にとって学びとなる講座の開催（スマホなど）

実績：

「BABAラボ 岐阜池田」100歳まで働ける場の創出

2017.2

雇用数（人） 5
5

（2017.3）
15

（2018.3）
35

（2019.3）

売上額（万円／年度） 12
0

（2017.3）
640

（2018.3）
1,250

（2019.3）

目標値

今後の取組内容：

①さいたま市で「BABAラボ」を運営して
いるシゴトラボ合同会社と提携を結び、
商品開発、販売のノウハウを共有する。

②町内の空き家等を活用し、本格的な製
作を開始する。

③高齢者とママ世代など、多世代交流と
なるサロンを開催する。



目的：交流人口の増加、日帰り客の観光消費額の増加

誰が：町、観光ボランティア、町民有志
町が企画運営を主導。観光ボランティアや町民有志が、
体験交流ツアーの実施に協力。
お茶農家と棚橋牧場は主体的にお茶ラテづくり体験を実施。

何を：お茶ラテづくり体験の開催 全3回（2016.9～2017.1）
池田まるっと体験交流ツアーの開催（2017.3）
さくら会館の改修、メディアを活用したPR
パッケージデザインの作成

実績：

「池田まるっと体験交流ツアー」

※１ 2016.2に実施したモニターツアー（全４回）の参加者数
※２ お茶ラテづくり体験（全３回）の参加者数

2016.7 2017.2 目標値

ツアー参加者数（人／年度）
78

（※１）
23

300
（2020.3）

西濃地域１人あたりの
観光消費額（日帰り）　（円）

2,342
(2014)

2,123
(2015)

3,700
（2018）

今後の方向性：
①お茶ラテづくり体験ツアーのように、

自発的に実施できるツアーを日にち
を限定して実施する。

②自主開催できるツアーを、レジャー
・遊び・体験の予約サイトasoview!
(アソビュー)に登録する。

▲お茶ラテづくり体験ツアー

▲さくら会館での茶道体験教室

課題：体験交流ツアーを継続的に、主体的に担う人材がいない
（町の単発の企画に対しての協力者はいるが、日常的に
事務をやる人がいない）

▲メーテレ デルサタ（土曜６時～）



目的：町民が池田町の魅力を知り、発信できるようになる

誰が：町、町民有志、池田高校生
町が企画を主導。町民有志や池田高校生が、編集員として
町内のスポットを取材し、記事にまとめる。

何を：いけ本の制作（2017.3 第２弾を発行予定）
発行部数10,000部。

実績：

「I♡Ikeda」町民による池田の魅力発信

2016.7 2017.2 目標値

町民からの投稿数（件） 121 （※１）
100

(2016.3)
池田町の魅力を他市町に勧めたいと
感じる人の割合（％）

－ －
70

(2020.3)

課題：効果を計りづらい（他市町からも良い評判は聞こえるが）。
ターゲットとなる女性に、どう届けるか。

※１ 2017年度は、町民から写真を募集するのではなく、編集員が自ら取材に行く方式に変更。

いけ本の意義：

町民にとって･･･池田町の知らなかったを知ることができる。

編集員にとって･･･魅力的なヒトやコトを、より深く知れる。

高校生にとって･･･地域学習の機会となる。自信につながる。

池田高校にとって･･･高校のPRになる。

役場にとって･･･町民との協働ができる良い機会である。

町外の人にとって･･･池田町のPRになる。

社会にとって･･･地域資源発掘情報誌のモデル事例になる。



目的：池田町の魅力発信、参加者同士がつながれる機会をつくる

誰が：町、町民有志
町が運営企画を主導。町と町民有志が役割分担をして
動画コンテストを開催

何を：動画講習会の開催（2015.12～2016.2）
動画コンテストの開催（2015.12～2016.3）。

約1,100名の方による投票で、賞を決定。

実績：

ショートフィルム・YouTubeなどで池田町をアピールしよう

2016.7 目標値

コンテストへの出品数（件） 21
50

（2016.3）

コンテスト終了後の交流会への参加率（％） 100
70

（2016.3）

※2016.7 全視聴件数 1,348回

動画講習会参加者の声：
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分かった。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。｣

工夫した点：
参加者同士のFacebookページを作るなど、
講習会中に参加者同士が交流できる仕掛け、
雰囲気づくりを行ったこと。

スタッフが手分けして、中学校、企業など
人の集まるところに行って投票をお願いし
たこと。



目的：婚姻率の増加、若者コミュニティの活性化

誰が：町、町民有志
町と町民有志が企画、運営を役割分担しながら実施。

何を：婚活イベント「いけ婚」の開催 全４回（2016.7～2017.3）
第１回 ブルーベリー狩り・スイーツ作り
第２回 軽スポーツ＆池田めぐり
第３回 謎解き＆古民家食事会
第４回 ピザづくり＆昔遊び

実績：

「○和プロジェクト」若者コミュニティの活性化

課題：効果を計るための工夫が必要

2016.7 2017.2 目標値

同窓会や婚活イベントへの参加人数（人／年） 112 84 200

婚姻数（組） 62 68 100

いけ婚の意義：

参加者にとって･･･出会いの機会となる。

町民有志にとって･･･楽しみながら取り組める。

役場にとって･･･町民との協働ができる良い機会である。

町外の人にとって･･･池田町とつながるきっかけになる。

社会にとって･･･婚姻数の増加に貢献する。



目的：ママが、生き生きと安心して子育てができる

誰が：町民有志
町内ママが企画運営。町は情報発信面で一部支援。

何を：ママカフェの開催 全13回（2016.1～2017.2）
ママの身体を守るための癒しとなる講座
（耳つぼ体験、バランスボールレッスンなど）
家族を大事にするための学びとなる講座
（助産院の方のお話会など）

実績：

「ママカフェ」

今後の取組：ママカフェの継続開催
ママの相談場所等として、池野駅駅舎を活用

2016.7 2017.2 目標値

ママカフェの来訪者数（人／年度） 30 集計中 200

困ったときに相談する人がいる人の割合
86.6

（2014.5）
-

95.9
（2019.3）



目的：地元で働くという選択肢が子供たちに１つでも多く生まれる

誰が：キャリア教育コーディネーター、町、町民有志
キャリア教育コーディネーターと町が主体となって実施。
キャリア教育に詳しい町民の方が協力。

何を：生徒達と生き生きと働く大人が接する機会をつくる
①池田中学校２年生が行う職場体験を改善（2016.11）
②池田高校１年生（習熟クラス）を対象として、「学校を飛び

出してOB／OGを訪問しよう」の開催（2016.12～2017.2）
③キャリア教育講演会の開催 全５回（池中３回、池高２回）

実績：

「キャリア教育」

2016.7 2017.2 目標値

コーディネーターが訪問した企業数（社） 0 53
50

（2016.11）

キャリア教育プログラム受講生数（人／年度） 0 448
400

（2017.3）

受講生の満足度（％） - 集計中
90

（2017.3）

将来、池田町で働きたいと思う中３・高３生の割合（％）
3.2

（2014.5）
-

15.7
（2019.3）

課題：中学校の先生方との連携、地域保護者への浸透

職場体験を受け入れた企業からの感想：
何をすればいいのか分からなかったが、作業中心でなく会話を大

切にすることも理解できた

参加した生徒の感想：
進路が決まってない。活動終了後、夢を持ちたい。
自分の質を高めたい。将来を見据えた自分になりたい。



目的：人と人の繋がりをつくる、多世代交流

誰が：町、町民有志
町が企画運営を主導。町と町民有志が役割分担をして
達人に学べ講座を開催。

何を：長良川おんぱく形式で、体験交流講座を開催。
全11講座（2016.12～2017.3）

実績：

「達人に学べ」町の達人と町民の交流の場づくり

2016.3 2017.2 目標値

体験学習プログラムの講座数（講座） 10 11
10

(2016.3)

参加者数（人） 213 245
250

(2016.3)
参加者のうち、達人が実施している教室や
お店に、また行きたいと思った人の割合（％）

- 集計中
70

（2017.3）

課題：達人同士のつながりをつくる、達人による自主開催の検討

達人に学べの意義：

参加者にとって･･･楽しみの機会となる。達人とつながれる。
茶道教室に通い始めた女性
講座修了直後に桜坂で予約をとる夫婦

達人にとって･･･自己PRになる。成長の機会になる。

役場にとって･･･町民との協働ができる良い機会である。

町外の人にとって･･･池田町を知るきっかけになる。

社会にとって･･･生きがいづくりに貢献する。

達人に学べの予期せぬ効果：
養老鉄道の講座を担当する高橋くんが
Yahoo!ニュースのトップに。その後、
以下から取材の問い合わせがあった。
・日テレ「スッキリ」
・大垣ケーブルテレビ
・集英社みらい文庫



目的：夜間を明るく照らす、霞渓舎の改修を祝う

誰が：町づくりコーディネーター、町民有志
町づくりコーディネーターが企画運営を主導。
町民有志が行灯づくりに参加。

何を：養老鉄道の形をした行灯を、ワークショップを開催しながら
製作 全３回（2017.1～2）

実績：

「街を明るくするプロジェクト」

課題：プロジェクトを継続する場合、目的の明確化が必要。

2017.2 目標値

街を明るくするイベント実施件数（件） 1
1

（2017.3）

参加者数（人） 約100
100

（2017.3）

行灯のお披露目：

2017.2～中央公民館ロビーに展示
2017.3.18霞渓舎オープニングイ
ベントで点灯お披露目を行う。
その後、各公民館で順次展示。



目的：交流人口の増加、養老鉄道の利用促進

誰が：池田町、揖斐川町が主体となって企画運営。
養老鉄道、揖斐県事務所がオブザーバーとして参画。
町内の飲食店が、マチュピチュクーポンに協力。
揖斐川町上ヶ流の町民がインスタグラムで情報発信。

何を：電動付きレンタサイクルサービスの開始（2016.7～）
ナビアプリの制作（2016.6～9）
岐阜のマチュピチュ天空の茶畑へ行こう！の開始（2016.10～）

実績：

「養鉄トレクル」

2017.2 目標値

レンタサイクルの利用人数（人） 598
1,260

（2017.3）

西濃地域の他市町への波及台数（台） 0
50

（2020.3）

レンタサイクルの利用台数

マチュピチュクーポン販売枚数

今後の取組
①マチュピチュクーポンの継続
②レジャー・遊び・体験の予約サイト

「asoview!(アソビュー) 」での集客
③谷汲さくらまつりの期間中、樽見鉄道

谷汲口駅にも配置。


