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１ 町民と役場が協力しながらまちづくりに取り組む
①町民と役場をつなぐ「まちづくり工房」プロジェクト

“町民と役場の協働によるまちづくり”を加速化・継続するために、民間のなかから
町民と役場をつなぎ、まちづくりを実施するトータルコーディネーター（地方創生人材）
を確保・育成を行う。コーディネーターは、町民の声を聴き、町民と役場を橋渡ししな
がら、町内の活動団体やイベントの支援を行うことを目指す。

●実施内容
池田町の中心地である養老鉄道池野駅の駅舎（現在は

使用されていない無人駅）を整備し、まちづくり拠点と
して活用する。拠点には、まちづくり活動団体が集える
コミュニティスペースを設ける。
平成28年度新規メンバーを公募。メンバーは48名。

●ＫＰＩ達成状況
１）トータルコーディネーターが支援したまちづくり活
動団体・イベント数

：2017年度３件 → ４件

●進捗状況
・プロジェクトメンバー募集＆ワークショップの開催
第１～７回まで開催。駅舎ではどんな活動ができるの

か、その利用方法から、どんな空間がいいか、参加者自
らが話し合った。プロジェクトメンバーより、池野駅か
ら霞間ヶ渓までの道が「霞渓（かけい）の道」と呼ばれ
ていた話から、「霞渓舎（かけいしゃ）」という名称に決
定。
4月以降、霞渓舎の利用を希望する団体は、13団体。

まちづくり工房プロジェクトのメンバーの内、7名がま
ちづくり工房運営委員会（任意団体）として、駅舎の運
営に関わる。

・工事進捗状況
12月19日着工。2月28日完成予定。

・3/5（日）家具づくり
3/12（日）塗り壁ワークショップ 開催
まちづくり工房「霞渓舎」に、より多くの方が関わり、

愛着を持ってもらうために、霞渓舎内で使用するテーブ
ルや椅子の製作や、漆喰を塗る作業のワークショップを
開催する。

・「霞渓舎」オープニングイベント開催
多くの町民が駅舎に関わって欲しい、駅舎を今後も利用して

ほしい、大切にしてほしいという想いから、プロジェクトメン
バーが主催となり、オープニングイベントを企画。3月18日（土）
に竣工式後、開催予定。霞渓舎内の見学会や、霞渓舎内で活動
を行っていく予定の団体やプロジェクトメンバーによる各体験
・販売ブース、町内飲食店の出展ブース、池田高校吹奏楽部等
町内音楽団体による音楽ブース等。

●今後に向けた課題
・平成29年度以降トータルコーディネーターの発掘・再育成
・まちづくり工房「霞渓舎」利用者の発掘・PR
・まちづくり工房運営委員会の継続支援
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２ 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
③「山のふもと水さらら」IT・SNSを活用した農産物等の情報発信、販売

町内特産品生産者の収入増や雇用者増のためには、生産物の情報発信や販路開拓を図
る必要がある。しかし、町内農産物などの生産者の多く（特に茶や米などの第一次産業）
は、情報発信についてのノウハウがない。そのため、池田町の特産品をＰＲ・販売する
ウェブサイトを構築することにより、インターネットユーザーに販路を拡大し、知名度
や売上げの向上を目指す。

●実施内容
池田町の特産品をＰＲ・販売するウェブサイトを構築し、商品のパッケージデザイン
・キャッチコピー等も検討し、付加価値の向上を目指した。
農産物生産者による販売組合を立ち上げ、自走できる仕組み作りを行った。

●ＫＰＩ達成状況（平成29年2月27日現在）
・情報発信・販売ウェブサイトに掲載された商品数目標 平成28年3月 20品

⇒ 品目数 19品
・ウェブサイトの閲覧数 平成28年6月 15,000件／月

⇒ 平均 1,903 件／月
・ウェブサイトによる販売額 平成32年3月 30万円／月

⇒ 平均 15,777 円／月

●進捗状況
・地元農家であるプロジェクトメンバーが中心となり、ウェブ
サイトの運営団体として「山のふもと水さらら販売組合」を
立ち上げ、自走できる仕組み作りを行った。

・６月１日にウェブサイト「山のふもと 水さらら―池田山麓か
らの直送便―」がオープン。第１号発送式を６月17日（金）
に行った。その後、注文があった次の週の火曜日に販売組合
による梱包作業を行っている。

・ウェブサイトの実績推移（平成29年2月27日現在）
○出品者数 12名

○品目数 19品
（米６品／緑茶３品／麦茶１品／紅茶１品／ブルーベリー１品／ブルーベリージャム
１品／トマト１品／梅干し１品／ユリ１品／牛乳１品／野菜２品）

○ウェブサイトの閲覧数計 17,125件
６月 5,043 件 12月 801 件
７月 3,188 件 １月 1,386 件
８月 1,943 件 ２月 1,032 件
９月 1,322 件
10月 1,142 件
11月 1,268 件

○ウェブサイトによる販売額計 141,990円（全50件）
６月 60,790 円 (23件)
７月 33,900 円 （11件）
８月 23,680 円 （６件）
９月 4,650 円 （３件）
10月 0 円 （０件） １月 7,050 円 (３件)
11月 9,220 円 （３件） ２月 0 円 (０件)
12月 2,700 円 (１件）

●今後の展開と課題
・ウェブサイトの閲覧数を増やすための情報発信。
・Ｈ29以降、ＰＲ・販売サイトの売上げにより管理運営費を賄う自走方式への移行。
・ウェブサイトに掲載する生産者や商品の追加、募集。
・収穫量が少ない産品等については、収穫に応じた販売方法の検討。
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２．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
⑤「BABAラボ 岐阜池田」100歳まで働ける場の創出

池田町の高齢化率は26.2％（6,414人）（平成28年8月現在）であ
り、地方創生総合戦略に基づく人口減少対策を講じても、2040年に
は32.3％（7,407人）に到達する見込みである。年をとっても、生き
がいを持てて、地域の人と繋がれる雇用の場を創出することで、「池
田町は、お年寄りが活躍する住みやすい町（福祉の町 池田）」と
いう姿を目指す。

●実施内容
ラッキー工業(株)が、池田町内に100歳まで働ける拠点「BABAラボ
岐阜池田」を立ち上げる。拠点の中では、以下の事業を展開する。

事業の実施にあたっては、さいたま市で高齢者の職場「BABAラボ」
を運営し”経済産業省がんばる中小企業・小規模事業者300社”にも
選定されているシゴトラボ合同会社と連携して行う。

○高齢者の生活サポートグッズの開発・販売
孫育てグッズなど、高齢者が自ら生活の中で欲しいもの、困っていることの声を集め、
商品開発を行う。開発した商品を「BABAラボ 岐阜池田」のスタッフが製作し、ネッ
ト販売により全国に売り出す。

○衣類のリフォーム、修理サービス
着慣れた衣類や市場の既製品を、個人の体型や習慣に合わせた形にリフォームする。

○多世代交流サロン
高齢者が気軽にコミュニケーションできる場として機能するようサロンスペースを
設ける。ママ世代向けのソーイング教室の開催など多世代交流ができる場所とする。

●ＫＰＩ達成状況
１）高齢者スタッフ雇用：平成28年度（１年目） 5名

平成29年度（２年目） 15名
平成30年度（３年目） 35名

⇒平成29年2月27日現在 5名
２）売上額：平成28年度（１年目） 0万円

平成29年度（２年目） 640万円
平成30年度（３年目） 1,250万円

⇒平成29年2月27日現在 12万円

●進捗状況
１年目 BABAラボの立ち上げ準備

（商品企画、マーケット調査、広報）
道の駅を事務所として、商品開発、広告、体験講座の実施
11月29日 道の駅池田温泉に事務所開き
12月26日 BABAラボぎふいけだ工房 グランドオープン

・商品の開発(軽ネコ、こたつの天板ズレ防止)
2月 4日 池1（汁物）グランプリ出展 （3位入賞）
2月21日 年配の方のためのドコモスマホ講座

●今後に向けた課題
・２年目 BABAラボの事業開始（商品製作、販売開始）
・３年目 BABAラボの事業拡大





３ 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「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

→池田まるっと体験交流ツアー創出プロジェクト

昨年度の「池田山を活用した体験交流ツアープロジェクト」の内容を引き継ぎ、「池
田まるっと体験交流ツアー創出プロジェクト」として実施。メンバーは、昨年度に引き
続き池田町内お茶販売組合の若手数名や役場職員。
平成28年７月からサービスを開始したレンタサイクルを活用した「体験交流ツアーの

企画及び実施」を行った。また、「ツアーコースに必要な施設設備の整備」として、お
茶の体験場所として活用を検討中のさくら会館の改修工事を実施。

●ＫＰＩ達成状況
・体験交流ツアーの設定数 ＜目標＞ 平成28年３月 １プログラム

⇒＜結果＞ 平成28年３月 １プログラム
・育成したガイドの数 ＜目標＞ 平成28年３月 10人

⇒＜結果＞ 平成28年３月 22人
・ツアー年間参加者数 ＜目標＞ 平成30年３月 300人/年度

⇒＜結果＞ 平成29年２月 23人/年度
・西濃地域一人当たりの観光消費額（日帰り） ＜目標＞平成31年 3,700円

●進捗状況
・京都府和束町への視察
⇒ お茶を活用した体験交流ツアーの先進地、京都府

和束町へ、池田町内お茶販売組合数名と役場職員で
視察を行った。農業会館を活用した「和束茶カフェ」
等主要施設を見学。

・体験交流ツアーの実施
⇒ 視察後のプロジェクト会議を重ね、池田町内お茶販
売組合の若手数名が中心となり企画を行った。茶摘み
や手作りのお茶ペットボトル制作、茶かぶき等の案も
出たが、今年度は、棚橋牧場の協力の下、「お茶ラテ
作り＆飲み比べ」体験交流ツアーを3回実施。参加者
は計23名。

・ツアーコースに必要な施設設備の整備
⇒ 体験交流ツアーを開催する施設として、町内の施設
「さくら会館」を活用するため、さくら会館内部の畳、
トイレ等の改修工事を行った。
また、お茶に関する体験交流ツアーを行うにあたり、

岐阜和傘職人が制作した野立傘を購入、今回の「お茶
ラテ作り＆飲み比べ」体験交流ツアーにも活用した。

・３月18-19日「池田まるっと体験交流ツアー」
⇒ 池野駅駅舎 まちづくり工房「霞渓舎（かけいしゃ）」
のオープニングイベントに合わせて、計2日間の体験交流
ツアーを行う。2日間で15プログラム開催。参加者はレン
タサイクルを借りて、町内各地で行われるプログラムを
自由に巡り、参加する。

●今後に向けた課題
・４月以降のお茶摘み体験ツアー内容の検討。お茶シーズン
の関係もあり、時期が限られてくることが課題。

・体験交流ツアーの受付等を行う事務局の設置、運営体制に
ついて、池田町内お茶販売組合内で行うには、ツアーの担
い手が課題。
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３ 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
⑧「I❤IKEDA」町民による池田の魅力発信

自分たちが住む池田町の魅力や良さに改めて気づき、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プロジェクト。
本年度は、新たに編集委員を募集し、町民編集委員4名、池田高校の高校生２名（生徒

会広報委員）、町職員４名でI❤IKEDA編集委員会を立ち上げ情報誌作成に取り組む。

●実施内容
・I❤IKEDA編集委員会の結成
⇒ 町民編集委員４名・池田高校生２名・町職員４名 計10名

・編集委員会でデザイン、取材、校正を行う
⇒ 編集委員会 全８回開催（2/27 現在）

●ＫＰＩ達成状況
・町民からの投稿数
〈目標〉平成28年3月 100件
⇒ 〈結果〉平成28年3月 121件
・池田町の魅力を、他市町に勧めたいと感じる人
の割合

〈目標〉平成32年3月 70%

●進捗状況

・情報誌編集
昨年度のデザインを引き継ぎながらも、文字

の大きさ等の前回の情報誌の改善を行った。
また、今回の情報誌のテーマとして、池田に

住む子育てママを意識した内容を目指し、中心
の記事を「ママのためのママによるママ目線の
情報」にすることや、ママ向けに赤ちゃんと一
緒に入れるお店のマークを設ける等の工夫を入
れ、前回との内容の差別化を図る。

編集内容は昨年度の「いけめし」「いけ体験」
「いけ歴」「いけこう」を引き続き採用。新たに、
以下の内容を設ける。
「いけママ」：池田で活動する子育てママ達『マ
マカフェ』の活動紹介
「いけ地区」：各地域の紹介。名前の読み方や
方言等、池田のあるあるネタを載せる。
「いけびと」：池田で活躍する大人を紹介。
「いけ店」：飲食店以外の池田のお店の紹介。

本年度は情報誌の内容に関する取材は町民メ
ンバー・池田高校生が中心となって行い、取材
を通じて、メンバー自身が池田町の新たな魅力
や良さに気づき、発信していく。

情報誌第２号は発行部数15,000部。
内8,000部は平成29年３月号広報とともに町内
全戸配布。

●今後に向けた課題
・新規編集メンバーの発掘。
・今後の作成方針。情報誌作成継続のために、どのような運営形態にしていくべきか。
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４ 若い世代の結婚・子育ての希望をかなえる
⑩「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

「地元で若者同士が気軽に集まる機会が少ない」という声から生まれた、若者コミュ
ニティの活性化により出会いの機会へつなぐプロジェクト。池女会参加のメンバー２名
と、平成28年度新規プロジェクトメンバー２名を加え、町職員５名で同窓会応援実行委
員会を運営し、取り組んできた。本年度事業として、同窓会応援補助金の他、婚活イベ
ント「いけ婚」を全４回実施予定。

●実施内容
・同窓会応援実行委員会
⇒ 町民メンバー４名・町職員５名 計９名

・22～35歳を対象とした同窓会補助金
・継続イベントの実施
⇒ 婚活イベント「いけ婚」

●ＫＰＩ達成状況
同窓会参加人数

〈目標〉平成28年３月 200名
⇒ 〈結果〉平成28年３月 112名

婚姻数〈目標〉平成32年３月 100組／年度

●進捗状況
・婚活イベント「いけ婚」
⇒22～35歳の池田町在住・在勤または池田町を愛する独身男女を対象にした婚活イベ
ントを企画。参加費を町から補助することで、気軽にイベントに参加できることを
目指す。町HPや広報、有線放送、新聞やコンビニへのチラシ配布、第２回以降は県
が運営する婚活サイト「こんサポ・ぎふ」にも情報を掲載し、PRを行っている。

○第１回「自然の中でうまれるトキメキ！
ブルーベリー狩り・スイーツ作り

日 時：７月30日(土) 午前10時～午後２時
場 所：OKB農場 Berry's farm

レストラン サンローヤル
参加費：男性 1,500円、女性 500円。
参加人数：22名（男性11名、女性11名）

○第２回「さわやかに汗を流して恋をしよ！
軽スポーツ＆池田めぐり」

日 時：10月30日（日）午後１時～午後７時
場 所：池田町総合体育館、道の駅池田温泉、

ブルースカフェ、小寺展望台
参加費：男性 2,000円、女性 1,000円。
参加人数：20名（男性11名、女性名）

○第３＆４回「バレンタイン＆ホワイトデー
スイーツ作り＆古民家食事会」

日 時：２月18日（土）午後１時～午後７時
３月11日（土）午後１時～午後７時

場 所：池田町総合体育館、町内古民家、
土川商店

参加費：男性 2,000円、女性 1,000円。
参加人数：【第３回】21名（男性11名、女性10名）

【第４回】未定

●今後に向けた課題
・同窓会補助事業を他の学年へも波及
・独身の若者が参加しやすい婚活イベントの開催
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３ 若い世代の結婚・子育ての希望を叶える。
⑨「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

池女会の中の議論で、「子育てに悩んだときにどこに相談
しに行っていいか分からない」、「子どもの年齢が上がるに
つれ相談相手が変わり、子どもの情報が引き継がれない」、
「子育ての悩みに関して、いつでも行きたい時に行ける場所
が欲しい」という意見があり、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（池田の母）や誰
もが気軽に利用できる交流場所が求められている。

●実施内容
池女会終了後、参加メンバーである町民（先輩ママ）が自
発的に動き、誰もが気軽に利用できる交流場所づくりとして、
「ママカフェ」を結成。現在メンバー4名程で活動を行っ
ている。

●ＫＰＩ達成状況

ママカフェへの来訪者数：H29年３月 20人／月
→H29年２月 ６人／月

●進捗状況
・ママカフェの活動 （平成29年2月21日現在）
○平成27年度 計30名
第 1回 1月29日 10名 おしゃべり会
第 2回 2月26日 10名 おしゃべり会
第 3回 3月15日 10名 耳ツボ体験

○平成28年度 計76名
第 4回 4月25日 7名 リンパマッサージ体験
第 5回 5月25日 10名 土窯ピザ＆プリン作り
第 6回 6月24日 11名 バランスボールレッスン
第 7回 7月25日 6名 ママのご褒美 美容編
第 8回 9月23日 6名 助産院高田奈見さんのお話会
第 9回 10月21日 11名 親子でハロウィンを楽しもう
第10回 11月25日 7名 クリスマスリース作り
第11回 12月16日 9名 クリスマス会
第12回 1月25日 3名 スワロフスキーデコ体験♩
第13回 2月24日 6名 みんなでスクラップブッキング

（※保護者の人数のみ）

町内のフリースペース（土川商店、中央公民館、土川商店）
や飲食店（Blues Cafe'、サンローヤル）を借りて、ママが集
まれるママのためのイベント・悩み等が気軽に話せるおしゃべ
り会を開催。参加費用は1,000円ほど（イベント毎に異なる）。

・まちづくり工房プロジェクトへの参加
駅舎の利活用にママカフェとして関われないかと、まちづく

り工房プロジェクトにも参加。他のまちづくり団体とのつなが
りも生まれ、新たな活動の広がりを模索している。

●今後に向けた課題
・未就学児を連れたママの参加も多く、スタッフも限られてい
る中で、大人数参加のイベントを企画するのが難しい現状が
ある。

・活動のPR
・他のまちづくり活動とのつながりを広げる。



５ 中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域を作る
⑬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

子どもたちが地元でいきいきと働く大人に触れる仕組みをつくり、地元を知る喜びや
町への愛着を育むことを目指すプロジェクト。
平成28年度新規メンバーを改めて公募し、７名の町民メンバーと、町職員３名、キャ

リア教育コーディネーター２名の計12名によりプロジェクトに取り組んでいる。

●ＫＰＩ達成状況
・コーディネーターが企業を訪問した数
＜目標＞平成29年3月 50社 ⇒ ＜結果＞平成28年11月 53社

・新たな職場体験・キャリア教育プログラム受講生数
＜目標＞平成29年3月 400人 ⇒ ＜結果＞平成28年2月 448人

・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
＜目標＞平成29年3月 90％ ⇒ ＜結果＞平成28年2月 90％以上

・将来、池田町で働きたいと思う中３・高３生の割合
＜目標＞ 平成31年３月 15.7％

●進捗状況
・町キャリア教育コーディネーターによる活動
5月に正式に資格を取った「町キャリア教育コーディネ

ーター」の２名が、町内の事業所への訪問や学校現場と
の話し合い、教師への職場体験とインターンシップに関
するサポートを行った。

・キャリア教育講演会の開催（全５回）
・講師：森哲也氏

平成28年10月14日（金）池田高校体育館 対象：池田高校３年生 144名
平成28年12月15日（木）池田中学校体育館 対象：池田中学校２年生 264名

・講師：(一社）まなびの応援団 ひらたせつこ氏
平成28年10月24日（月）池田中学校体育館 対象：池田中学校２年生 264名

・講師：地域減災コーディネーター兼岐阜大学客員助教授 村岡治道氏
平成28年11月17日（木）池田高校体育館 対象：池田高校全生徒 464名

・講師：G-NET南田修司氏
平成28年11月21日（月）池田中学校体育館 対象：池田中学校２年生 264名

・「学校を飛び出して、OB/OGを取材しよう」なりたい自分に近づく65日間プログラム
平成28年12月９日（金）～平成29年２月24日（金）
“話す・書く“のプレゼン力と自分の多様な可能性を探るヒントを得るために、池田
高校1年生習熟クラスのプログラム参加希望者6人を募り、卒業生をインタビュー取材
し、仕事内容、やりがい、生き方、池高生へのメッセージなどの紹介記事を制作。ク
ラスで成果発表を行った。 講話40名、プログラム6名の参加。

・資格助成の実施 ※（）内は申請中
池田高校：漢検 112名、英検 63名、文書検 160名
池田中 ：漢検 52名（63名）、英検 16名（32名）、

数検 5名（7名）
小学校 ：漢検 25名

・プロジェクトメンバー会議
平成28年度は全３回開催。町キャリア教育コーディネ

ーターと町民メンバーが中心となり、コーディネーター
活動報告や今後の取り組みについて協議。

●今後に向けた課題
・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。
・資格取得制度を生徒や保護者に周知し、検定受講者を増やしていく。
・学校、地域、企業との連携、協力関係をつくる。

Ⅰ－１



Ⅱ－４
5．中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域を作る

⑮　「達人から学べ！」町の達人と町民の交流の場づくり

№ 講座名・内容 実施日 開催場所 定員 参加者数
(2/20現在)

講座の様子

6人 6人

6人 6人

6人 4人

午前の部
午後の部 6人 6人

2

バウムクーヘンをXmas風にデ
コっちゃおう♪
　道の駅池田温泉の「よしや」の
バウムクーヘンをクリスマス風に
デコレーションする体験。

12/11
（日）

道の駅池田
温泉

「よしや」
20組 36人

3

美姿勢ウォーキングレッスン＆
初めてのジャズダンス♪
　ダンスエクササイズを通して姿
勢をよくしたり、日頃の歩き方を
見直す体験。

12/18
（日）

池田町
総合体育館

15人 8人

4

お正月を茶道で過ごそう！
　茶道の講師から本格的なお手前
をいちから教わり、さくら会館で
茶道を気軽に体験する。

１/７
（土）

さくら会館 20人 18人

1

ハーブを使ったスワッグ教室
　「ラベンダーファームあまお
か」によるハーブやドライフラ

ワーを束ねる手作りスワッグ作り
を参加者に体験してもらう。

12/3
（土）
12/6

（火）

背景
 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・文化という視点で、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。

・開催期間：平成28年12月3日（土）から平成29年3月20日（月）

・体験学習プログラムの参加者数：〈目標〉平成29年3月　250人
　　　　　　　　　　　　　　　⇒〈結果〉平成29年3月　189人（平成29年2月27日現在　８講座終了）

●KPI
・体験学習プログラムの講座数：〈目標〉平成28年3月　10講座
                          　⇒〈結果〉平成28年3月　10講座
                              〈結果〉平成29年3月　11講座（平成29年2月27日現在  ８講座終了）

・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：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈目標〉平成28年6月

ラベンダー
ファームあま
おか内クラフ
トショップ5a



1/14
（土）

12人 12人

1/18
（水）

12人 12人

2/18
（土）

12人 12人

2/22
（水）

12人 11人

6

万華鏡作りに情熱を注ぐ職人に
よる万華鏡教室
　長浜工業を講師に招き、メディ
アに取り上げられた手作り万華鏡
作りを参加者に体験してもらう。

１/29
（日）

中央公民館 20人 20人

7

職人と和菓子を作ろう！
　町内の和菓子屋伊吹堂を講師に
招き、芸術的な職人技を間近に見
てもらいながら、上生菓子づくり
体験を行う。

２/７
（火）

中央公民館 12人 12人

15人 14人

15人 12人

9

龍徳寺を訪ね、サンローヤルで春の
洋風懐石「特別スペシャルメ
ニュー」
　池田町観光ガイドによる、町内
の歴史探訪問とサンローヤル協力
の春の洋風懐石の体験。

３/19
（日）

龍徳寺～サ
ンローヤル

20人 10人

３/７
（火）

10人 10人

３/19
（日）

10人 10人

11

養老鉄道誕生の知られざるヒミ
ツ＆オリジナル切符づくり
　養老鉄道の協力を受け、小学校
3年生の頃から研究していた町内
の小学生を講師に、養老鉄道に関
する講話とオリジナル切符づくり
を体験する。

３/20
（月）

池野駅駅舎 20人 26人

合計 249人 245人 ※9～11講座は申込人数

●今後に向けた課題

5
”味わう”ということ
　昨年度から継続。「桜坂」の
シェフによる講話とランチ。

桜坂

・町ホームページ、SNS（フェイスブック）等を利用し、参加者の募集及び事業のPRを行う。
・新たな講座の開催。

牛乳工場見学と世界に1つだけの
牛乳瓶作り
　昨年度から継続。「棚橋牧場」
の工場見学と、オリジナル牛乳瓶
作りを行う体験。

8

2/19
（日）
午前の部
午後の部

棚橋牧場

刺繍教室Fil
アトリエ

刺繍のある暮らし　おしゃれ
コースターを作りましょう!!
　昨年度から継続。気軽に刺繍に
よるコースターづくりを体験。

10



５ 中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域を作る
⑯街を明るくするプロジェクト

アイデア工房会議での、夜間、通学路・商店街などが暗く、安心・安全という点で不
安があるという意見から、行灯（あんどん）で照らすことで町全体を明るくするイベン
トの企画をまちづくりコーディネーターに依頼。
池野駅駅舎のPRと養老鉄道存続支援も兼ねた、行灯制作ワークショップイベントを行

う。

●ＫＰＩ達成状況
１）街を明るくするイベント実施件数

：平成29年３月 １件 → １件
２）街を明るくするプロジェクト参加者数

：平成29年３月 100人 → 100人（～2/11）

●進捗状況
・企画～骨組み製作
プロジェクトはまちづくりコーディネーターを中心に、

まちづくり工房プロジェクトのメンバーが参加。
「せっかくなら駅舎の改修に合わせて、養老鉄道の行灯
をつくろうよ！」という意見から、町の大工職人「木工
工房 沖敏行氏」に設計を依頼し、暗い夜道をねぶたのよ
うに練り歩ける、車輪がついた行灯を製作することに。
まちづくり工房夜ワークショップにて、多くの町民に関
わってもらえるようにイベントの企画を行い、骨組み等
はプロジェクトメンバーにより製作を行った。

・全3回ワークショップ開催
・第1回 1月28日（土）西公民館
・第2回 2月 4日（土）中央公民館多目的ホール
・第3回 2月11日（土）中央公民館多目的ホール

子どもからお年寄りまで、多世代にわたってワークショップに参加。作業は和紙の色
塗りと貼付等。町広報、新聞、SNS等を活用しPRを行い、約100名程の参加者数となった。

・行灯のお披露目
2月27日（月）現在、中央公民館ロビーに展示中。
3月18日（土）まちづくり工房「霞渓舎（かけいしゃ）」

オープニングイベントにて、点灯イベント、撮影会等のお
披露目を行う。
その後、各公民館で順次展示を行う。

●今後に向けた課題
・行灯の展示＆活用方法
・行灯製作ワークショップを今後どのように続けていく
か。
→今回は玄関先へ置くような行灯づくりのワークショップへのきっかけづくりとい
う位置づけで開催。



６．広域連携により圏域の新たな魅力をつくる
⑲ 揖斐・池田サイクルトレイン日本一への挑戦プロジェクト

池田町、揖斐川町には恵まれた観光資源が多く存在するが、最寄り駅からの２次交
通手段がないため、車を持たない都市部の方にとって訪れにくい状況にある。また、
池田町・揖斐川町内を走る養老鉄道は、少子高齢化の影響で年々利用客が減少し、年
間赤字額が膨らんでおり、日常的に利用客が増えるような改善策が求められている。

●実施内容
中央公民館、道の駅池田温泉・揖斐駅に無人で貸し借りが可能な、

ＧＰＳ機能付きの電動アシストレンタサイクルを設置。養老鉄道沿
線市町の観光スポットや飲食・土産物店までの道順を音声でナビゲ
ーションするスマートフォン専用アプリを開発。レンタサイクルや
サイクルトレイン養老鉄道をPRするためのイベントとして、「岐阜
のマチュピチュ天空の茶畑へ行こう！」を実施。

●ＫＰＩ達成状況
１）レンタサイクルの利用人数：

平成28年10月～平成29年3月 1,260人
⇒平成29年2月27日 598人

２）西濃地域の他市町へのレンタサイクル波及台数：2020年３月
50台

●進捗状況
・レンタサイクル利用状況（2月27日現在） ※7月16日から開始

○設置数
・道の駅池田温泉：10台
（ｼﾃｨﾀｲﾌﾟ）
・中央公民館：10台
（ｽﾎﾟｰﾂ5台/ｼﾃｨ5台）
・揖斐駅：10台
（ｽﾎﾟｰﾂ5台/ｼﾃｨ5台）

○利用率
平日：5.1％ 休日：15.5％ 全体：8.7％

・マチュピチュクーポン販売集計（2月27日現在）

○利用率（マチュピチュクーポン開始後～H29年2月27日まで）
平日：6.8％ 休日：20.6％ 全体：11.6％

・ナビアプリ「養鉄サイクリングナビ」の開発、アプリ利用状況（2月27日現在）
○ダウンロード回数
iOS： 964回 Android： 208回 計：1172回

●今後に向けた課題
・利用率の増加

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

中央公民館 5 7 20 60 50 9 3 5 159

揖斐駅 4 2 8 68 63 19 15 1 180

道の駅池田温泉 3 6 16 112 78 31 8 5 259

合計 12 15 44 240 191 59 26 11 598

10月 11月 12月 １月
枚数計 金額計

枚数 金額 枚数 金額 枚数 金額 枚数 金額

道の駅池田温泉 85 42,500 42 21,000 58 29,000 0 0 185 92,500

揖斐駅 43 21,500 52 26,000 14 7,000 5 2,500 114 57,000

計 128 64,00 94 47,000 72 36,000 5 2,500 299 149,500


