
平成29年度有識者会議　結果一覧

基本目標／プロジェクト KPI
①プロジェクトの成果が基本目
標の達成につながっているか

②今後も継続して実行できる
事業内容か

偏差値
①

偏差値
②

　① 町民と役場をつなぐ「まちづくり工房」プロジェクト 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 59 63 53 56

　② 「６次産業化」第一次産業と加工・販売業者とのマッチングを促進 第１次産業の従事者数 43 59 43 53

　③  IT・SNSを活用した農産物等の情報発信、販売 ウェブサイトによる販売額 38 44 40 40

　④  企業誘致計画の立案 移転企業数 60 54 53 49

　⑤ 「BABAラボ　岐阜池田」100歳まで働ける場の創出 高齢者スタッフの雇用数 48 55 46 49

　⑥  池田山を活用した体験交流ツアーの実施 ツアー年間参加者数 72 66 61 58

　⑦   移住者向けの情報発信や移住コンシェルジュの募集 移住コンシェルジュが支援した移住件数 26 36 32 34

　⑧ 「I love Ikeda」町民による池田の魅力発信 本町の魅力を他市町に勧めたいと感じる人の割合 53 61 49 54

　⑨ ショートフィルム・YouTubeなどで池田町をアピールしよう コンテスト終了後の交流会への参加率 72 67 61 59

　⑩  若者コミュニティの活性化により結婚へつなぐ 同窓会や婚活イベントへの参加人数 50 53 47 48

　⑪ 「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 ママカフェへの来訪数 66 63 57 56

　⑫ 子育て・就労応援センターの整備 学習講座へ参加した人数 48 53 46 48

　⑬ 職業体験・キャリア教育を通じて、児童生徒の郷土愛を育む 将来、池田町で働きたいと思う中３・高３生の割合 57 62 52 55

　⑭ 子どもの居場所づくり事業 不登校の悩みを相談できる居場所の設定 20 30 29 29

　⑮ 「達人から学べ！」町の達人と町民の交流の場づくり 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 72 67 61 59

　⑯ 街を明るくするプロジェクト 街を明るくするイベント実施件数 64 55 56 49

　⑰ 空き家ワンコインカフェ 空き家ワンコインカフェの参加者数 20 21 29 22

　⑱ ライフサポート強化事業 ライフサポートの利用時間数 60 63 53 56

　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 レンタサイクルの利用人数 75 67 63 59

　⑳ 国内・海外観光プロモーション事業 西濃圏域における観光客数 63 62 55 55

　㉑ ツール・ド・西美濃事業 西濃圏域における転入者数 72 67 61 59

　㉒ 西美濃地域定住促進ＰＲ事業 移住定住イベント及び相談会等の来場者数・相談者数 59 59 53 53
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➀成果が基本目標の達成につながっておらず、

➁今後の継続は難しい
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➀成果が基本目標の達成につながっているが、

➁今後の継続は難しい

➁偏差値60以上

➀成果が基本目標の達成につながっていないが、

➁今後も継続して実行できる ➀成果が基本目標の達成につながっており、

➁今後も継続して実行できる



池田町地域創生有識者会議資料

評価（記述）

　① 町民と役場をつなぐ「まちづくり工房」プロジェクト
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

　② 「６次産業化」第一次産業と加工・販売業者とのマッチングを促進 第１次産業の従事者数

　③  IT・SNSを活用した農産物等の情報発信、販売 ウェブサイトによる販売額

　④  企業誘致計画の立案 移転企業数

　⑤ 「BABAラボ　岐阜池田」100歳まで働ける場の創出 高齢者スタッフの雇用数

　⑥  池田山を活用した体験交流ツアーの実施 ツアー年間参加者数

　⑦   移住者向けの情報発信や移住コンシェルジュの募集 移住コンシェルジュが支援した移住件数

　⑧ 「I love Ikeda」町民による池田の魅力発信 本町の魅力を他市町に勧めたいと感じる人の割合

　⑨ ショートフィルム・YouTubeなどで池田町をアピールしよう コンテスト終了後の交流会への参加率

　⑩  若者コミュニティの活性化により結婚へつなぐ 同窓会や婚活イベントへの参加人数

　⑪ 「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 ママカフェへの来訪数

　⑫ 子育て・就労応援センターの整備 学習講座へ参加した人数

　⑬ 職業体験・キャリア教育を通じて、児童生徒の郷土愛を育む 将来、池田町で働きたいと思う中３・高３生の割合

　⑭ 子どもの居場所づくり事業 不登校の悩みを相談できる居場所の設定

　⑮ 「達人から学べ！」町の達人と町民の交流の場づくり
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

　⑯ 街を明るくするプロジェクト 街を明るくするイベント実施件数

　⑰ 空き家ワンコインカフェ 空き家ワンコインカフェの参加者数

　⑱ ライフサポート強化事業 ライフサポートの利用時間数

　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 レンタサイクルの利用人数

　⑳ 国内・海外観光プロモーション事業 西濃圏域における観光客数

　㉑ ツール・ド・西美濃事業 西濃圏域における転入者数

　㉒ 西美濃地域定住促進ＰＲ事業
移住定住イベント及び相談会等の
来場者数・相談者数

③基本目標またはプロジェクトについてのご意見

平成29年度　池田町地方創生総合戦略に基づく効果検証評価表

基本目標／プロジェクト KPI

・もっと広域に活用できれば良い。　　　・広域での活用もっと連携していけば。
・レンタサイクルの利用促進策として貸出料の引き下げを検討できないでしょうか？
・全体として各町の効果検証により目玉となる大テーマをつくり上げることも必要。　　・周辺市町村との広域連携を進めるべき。
・レンタサイクル、マチュピチュは好評ですね。㉒に①③⑥⑦～⑨⑪⑰などを連携させてはどうですか
・外からいかに人を呼び込めるかで、ヒト・モノ・カネの三方で町が活性化されるサイクルが形成される。引き続きの継続が望ましい。
・いけだ温泉道の駅で吹奏学部演奏をしました。多くの観光客の方々に楽しんでいただき、生徒の満足度が高く今後も続けたいと思います。
・㉑㉒の池田の数値は？　　　・自転車観光に特化するなら専用道路は必須。行政は誘客以上に安全を確保するべき。

基本目標１　町民と役場が協力しながらまちづくりに取り組む

・地方創生の根本事業の１つ。是非成功させねば！その為には官民の協働が必要。　　　・継続した取組が重要（PDCA回す事）
・霞渓舎の名前のPRを継続すべき。　　　・もう少しメディア露出をしてもよいのでは？
・楽しめそうなイベントをいろいろされていますね。町内外からさらに新しいものを始めましょう。
・若年者の池田町愛を深められるような活動で活性化が期待できる。　　・高校生など若者が参加できる団体やイベントが生まれている。

基本目標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

・お茶の将来がみえてこない。お茶の町をどうするとよいか？　　　・③は厳しい。④は町としてはもっと必要！⑤時間が必要か　　・企業誘致に併せて雇用対策も必要
・ブルーベリーファームは銀行もより一層関わっていきたい。ITの活用は今後更なる研究を進め情報発信の充実化売上げの増大を目指したい。
・アイデアの具体化や発信方法等で頼りになる。町施策としては工場誘致は欠かせない。
・③はウェブ販売にSNSと実店舗イベント販売等を組み合わせるPRを図りましょう。食事、店舗での活用もあります。
・③は農業で若者・定住の人達等具体的な案があればいいと思います。　　　　・④⑤は引き続き継続することで多くの雇用につながる。
・販売の数字が伴っておらず、サイト運営だけではなく、宣伝やマーケティングの強化をしなければならない。
・ウェブの閲覧を増やすためには日々の情報更新により閲覧したいという関心を喚起するとよい。
・インターネットサイトの名前が池田町にリンクしづらい。コンシェルジュに予算を割くなら、特典にお金を注ぎ込むべき。

基本目標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

・ハンググライダー体験場所の確保（低地での体験）。夜景が楽しめる場所の確保と整備が必要。　　・高校生の活用を。ドローンの活用新しい。
・観光立町として基盤事業として町の人口移入にもつながっていくべき事業。がんばれ！⑨はもっと工夫を（時間も）　・移住のための住宅ローンサポートも検討したい。
・池田町の自然を活かした体験ツアーは町外にも広げていっては？活動内容は良いので町民にもっとPRすることも必要。
・交流会の参加率ではなく動画のアクセス数を目標値にすべきでは？
・いけ本をウェブ上に掲載するとともに定期的に最新情報にアップデートしていくとよい。YouTubeの活用を。
・町民の町への愛着と、外への発信のどちらも満たされる事業。実際に外の目に触れ、人が来て、自分の町に誇りを持てるサイクルが必要。
・㉒とのセット。実際の移住者の声の紹介（ママカフェ、Neshian）（冊子がありましたよね）の機会がつくれると良いと思います。
・ショートフィルムの時間をもう少し長くしたら。　　・婚活や同窓会に税金を投入するメリットが見当たらない。それなら現役の子育て世代支援を充実すべきだと思う。

基本目標４　若い世代の結婚・子育ての希望をかなえる

・⑩実施方法の変更　　　　　・結婚・子どもの支援。絶対に必要な事業　　　・今後町が関わり片山の施設を役立てて！
・常に新鮮さのあるイベントと場の提供が重要　　・適齢期の人たちが集まり安い場所を提供していく必要あり。
・200（同学年全員）じゃなくてもよかったのかもしれません。BBQ古民家楽しそうです。
・町民が「池田町でなら」安心して子育てができると思えることが重要。一過性でなく、持続したコミュニティにする必要。
・⑩参加人数が目標なのか？マッチング人数結婚した組数を目標に設定しなければ意味が無い。
・⑪固定客ではなく新規客をどう増やすか。　　　・女性がいきいき活動・情報交換できる拠点作りを継続的に支援してください。

基本目標５　中高生と社会をつなぐなど、時代にあった地域をつくる

・池田町の住みたい、住み続けたいと思う人たちにアピールする必要があるのでは。　　・各区毎でもやっているが（老人会）空き家対策？
・「達人から学べ！」プロジェクトを更に広がっていくと良いと思います。
・子ども達に生き方がしっかり伝わりよい。各自治体が盛んに交流していてよい。　　　・地方創生ならばもっと高いKPI目標設定が必要。
・若者に池田町を知って貰う必要あり。池野駅周辺を明るくする必要あり。空き家をどう認定していくか？
・中学、高校へは効果がありますね。池田出身の大学生もインターンで呼べないでしょうか。空き家・古民家のリノベとかどうですか。
・「中高生と社会をつなぐ」というフレーズの通り、若者が地域と交流を図ることで、人口流出の対策となっている。
・離れたくない町、戻りたい町と思える地域作りを。　　　・⑭はやるべき。
・中高生ボランティアの活用を促進する。交流イベントの企画・運営に若い人たちのアイデア・行動力を活かすと活気が生まれるはず。
・キャリア教育はもっと多い人数でやって良いと思う。地元への愛は年齢を重ねるごとに増すので、中高生時代にこうした取組をやっておくといいと
思う。

基本目標6　広域連携により圏域の新たな魅力をつくる
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