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 １．評価の仕方

Ａ  達成率が90％以上である

Ｂ  達成率が50％以上90％未満である

Ｃ  達成率が50％未満である（Ｄを除く）

Ｄ  実績なし

 評価なし（最終年度に評価）

 ２．基本目標毎の達成状況 （　）内は前年度評価数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 評価なし

Ⅰ ５（２） （１） ７（９） １２

Ⅱ ４（１） （１） １ １（１） ６（９） １２

Ⅲ ３（２） １（１） １ （１） ３（４） ８

Ⅳ ４（２） ９（１１） １３

評価

基本目標 計

重要業績評価指標(KPI)の評価まとめ



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-１　農業を基盤にした農産業の育成･創出

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 「花とハーブの里」の再ブランド化

①「花とハーブの里」再ブランド化（ハーブセンターハーブ園等の施設改修、来訪促進プロモーション活動の展開など）
②花･ハーブ関連の新たな商品開発やサービス提供による生産需要の拡大
③町民自らが日常的に花･ハーブに親しむ全町的な風土づくりの推進

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ　【ハーバルヘルスツーリズムの実行】
都市部企業への誘客事業及び協定締結・・①
Ｂ町民向けイベントの実施（アロマテラピー、料理教室等講座開催）・・③
（以上、農政係、花とハーブの里推進係）



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

約26万人
（H25年)

約29万人 206,198人
194,684人
（1-12月）

32 万人 －ハーブセンター等の利用者延数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B2 エディブルフラワー講演会開催 1回 、100名参加。
100千円
　（食べられる花）
（以上農政係、花とハーブの里推進係）

Ｂ② 生産を増やすきっかけ作りとなった。 B② 農産物生産組合を中心としたエディブルフラワー
栽培者の増加

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

B①「IKEDA Herb Lesson」開催8回　249千円
　　（ハーブを使った各種教室）

B① ハーブを使った虫よけスプレー製作、寄せ植え教
室、料理教室、アロマテラピーなど延べ146名が受講し
た。
心身の健康のためのツールとして、「ハーブ」を選択肢
の一つとしてとらえていただくことができた。

A③ 健康保険組合１社との協定締結
　A計　運営業務委託料　3,650千円

A③ 協定を締結し、実践の足掛かりは出来たが、プログ
ラム構築、トレーナー育成が整わず、平成30年度現在
も実践に至っていない。

A③ トレーナー実践も含め、 完成されたハーバルヘル
スツーリズムのメニュー提供

 A② ハーバルケアトレーナー育成講座2月 A② 町内外の60名が受講し、53名をハーバルヘルスケ
アトレーナーとして認定。ガイド自身がハーブに親しみ
健康であることを意識していただくことができた。

A② ハーバルケアトレーナー育成のため中級講座の開
催。｛H30年度には中級講座を開催。27名が受講、更に
トレーニングを積んだ人の中から10名がトレーナーとし
て登録。（内2名が町外在住者）H31年度より企業対象
のツアーで指導を開始予定。｝

A① 企業が福利厚生事業として活用可能か検討する
ため、関係部署従業員対象にモニターツアー2回実
施。
モデルプログラムを提供し、アンケートなどで意見を頂
いた。19名参加

A①  実際体験した生の声を頂き、今後の事業推進に
大いに有効であった。

A① ハーバルヘルスツーリズムプログラムの、福利厚生
のための旅行商品としてレベルアップ。

B①  初級講座の開催など、更なる普及促進を行う。
 ハーブに関わる人のつながりを作り、親しみを深めるた
め、講師は出来るだけ町内の方を依頼する。



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-１　農業を基盤にした農産業の育成･創出

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） ワイナリー構想の推進

① ワイン用ぶどうの生産面積の拡大による高品質ワインの原産地化（ブランド力強化）
② ワイン特区としての認定やワイナリーの建設等を念頭に置いた観光産業化

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A会染西部地区圃場整備採択申請（耕地林務係）・・①
Bワイナリー希望者の把握・・②
Cワイナリー構想の研究（Ｂ、Ｃ農政係）・・②
Dワイン特区申請（町づくり推進係）・・②
Eワイン祭り開催（観光係）・・②



D 北アルプス・安曇野ワインバレー特区認定(H30.3月)
(町づくり推進係)

D 大町市、安曇野市及び池田町の全域を範囲とした
「北アルプス・安曇野ワインバレー特区」が認定された。
果実酒（ワイン・シードル）やリキュールの製造が小規模
な施設でも可能となった。
（酒類製造免許に係る最低製造数量基準　果実酒6kl
→2kl、リキュール6kl→1kl）
（H30年度には、問い合わせも増加している。)

D 多様なワイナリーの参入やワインツーリズムによる6次
産業化を促進し、区域全体のブランド力を向上させる
必要がある。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ｅ　町産ぶどうを使用するメーカー３社とぶどう生産団体
等で構成する実行委員会主催で開催。
　来場者数　788名　補助金額　3,000千円（観光係）

E  開催及びＰＲ活動を通じて、ワイン用ぶどうの生産地
としての認知度の向上と当町への来訪の動議づけが得
られた

E 一定の成果は見られたが、第2回以降来場者数が減
少傾向であり、イベントの内容など、改善を図る必要が
ある。（平成30年度はコンビニエンスストアで前売り券の
販売を可能とし、全入場者の内4割がそこで購入した。
ラジオ、ネットでの宣伝も増やした。結果、来場者も過
去5回開催の内最多となった。会場での食事等の購入
も、種類を増やして好評であった。）

B H28年度、池田町のワイン用ぶどう栽培者を中心に
安曇野市や大町市の栽培者等による北アルプスワイン
ぶどう研究会（21名）が発足し、ワイナリー経営希望等
把握に努めた。

C 北アルプスワインぶどう研究会との懇談、先進地視察
(B、C農政係)

B ワイナリー経営希望者の把握　1社、1組新規就農者
の把握ができた。

C ワイナリー経営の先進地として、富山県氷見市、長野
県髙山村を視察した。

B、C 民営でのワイナリー経営を想定しているため、補
助金等の検討、制度確立が必要。
(H31年度には協議会を立ち上げ、ワイナリー建設、経
営についてノウハウを学んでいきたい。)

A 池田（２）地区渋田見工区・鵜山工区ほ場整備の着
手
A=3.7ha　事業費112,000千円（H30へ繰越）
(耕地林務係)

A 東山山麓農地の荒廃化を防止することができた。 A ほ場整備完了により増となる農道、排水路の維持管
理について、多面的機能支払交付金対象エリア拡大に
よる地区組織との連携を進める。



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

17.5ha
(H26年)

面積増なし 20.5ha 33.8ha  30ha Ａ

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

ワイン用ぶどうの栽培面積



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-１　農業を基盤にした農産業の育成･創出

施策名

主な
事業概要

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A営農支援センターによる特産品の開発(農政係）・・①
B特産品開発（商工係）・・①
C都市部企業への販売促進・・①
D農産物・特産品輸出事業（安曇野市・松川村との連携事業、H28-32）
　輸出方法調査、農産物海外販売プロモーション（Ｃ、Ｄ農政係）・・①

【29年度事業評価・検証】

（3）特産品の新規開発促進･販路確保

①池田町の良質な農産物等を活かした新たな特産品開発の促進及び安定的な販路の確保



B 地域おこし協力隊による商品開発 (商工係) B 「桑とハーブのブレンドティー」の1品を開発・販売し
た。

B 新しい素材使用を念頭に、商品開発に取り組む。

A 営農支援センターを中心に会染における西洋わさび
の開発 (農政係)

A 1社が西洋わさびの試験栽培を開始した。10a A 試験栽培者を増やし、わさび製造販売へ出荷を目指
す。

D① 池田町海外販路等推進協議会を立ち上げ、海外
市場等の調査結果をもとに、マレーシアを輸出ターゲッ
ト国に絞り、現地で試飲・試食・メニューに取り入れるな
どの「池田町フェア」を開催した。

D①  マレーシアの首都クアラルンプール市の日本系デ
パート・日本食レストランにおいて日本酒の試飲、農産
物加工品をメニューに取り入れて好評を得た。

D① マレーシアへの輸出の取り組みは、引き続きレスト
ランでの食材として販路拡大を進める。日本酒につい
ては3蔵のライセンスを取得し取引を進め、米、ワインの
輸出についても検討する。(H31年度はライセンス取得
も進み、フェア開催も行っている。フェアでの試飲はりん
ごジュースが好評で、H31年度は連携している安曇野
市、松川村からの輸出も検討する。米、ワインの輸出は
難しく、米粉を使った麺類など加工品輸出を検討す
る。）

C 愛知県にある会社一社での農産物物販 C 会社に出向き農産物の物販を行い好評を得た。11
月

C 継続した物品販売を進めるため、通販システムの構
築が望ましい。

D② 安曇野市・松川村と協力した日本酒輸出の取り組
みでは、3市町村にある３蔵の酒造会社の品をセットに
して『あづみの酒』と名付け、共通ラベル、パッケージを
作成した。
　３蔵の酒造会社が海外フェアに参加する際、旅費の
一部を補助した。
　D計　海外販路等推進協議会補助　4,967 千円
(C、D農政係)

D② 日本本酒ラベル作成等により3酒蔵が協同で輸出
する足掛かりを作ったと共に、３蔵それぞれの輸出の取
り組みに対しても後押しが出来た。

D② 3市町村と協同した日本酒輸出の取り組みは、専
門業者に販路拡大を委託し、ターゲット国を選定して進
めていく。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－
2品目

（梅酒・あずき）
１品目

（小豆茶）

１品目
（桑とハーブの
ブレンドティー）

4 品目
（累計）

Ａ

約352 円
(H25年)

約350円 約３６７円 約350円
500 円｛観光地
利用者統計調
査（長野県）｝

－

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

特産品の新規商品化数

観光消費額単価



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-１　農業を基盤にした農産業の育成･創出

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（4）担い手の確保と優良農地の保全･継承

①農業指導から農地の提供、居住地の紹介まで新規就農希望者に対する一貫した支援体制の構築

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A新規就農希望者相談窓口の設置・・①
B提供可能な農地の把握（Ａ、Ｂ農政係）・・①
C空き屋情報等の提供（移住定住促進係）・・①



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

＋10人
(H12～H22年)

1名増 新規なし
2名増

（累計3名）
10 人増 －

A ワイン用ぶどう栽培希望者においては、圃場の確保
が課題となる。

10 代～40 代の新規就農者数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

C 空き家意向アンケート実施（情報収集268件・意向調
査182件・回答数85件）H29.10に空き家バンク創設。年
度末登録数14件
（移住定住促進係）

C 新規就農者一組に空き家を紹介。 C 新規就農者が希望する農業機械倉庫などを備えた
空き家の掘り起しに努める。

B営農支援センターを窓口に通年相談対応を行った。
（Ａ、Ｂ農政係）

B 農地の把握　8件の相談に対しすべて担い手へ貸し
借りが成立した。

B 未圃場整備地区の田畑の借り手不足。

Aワイン用ぶどう栽培希望者を中心に相談を行った。 A 相談件数5件、新規就農2名

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-２　ものづくりの心･技･場の継承

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1）地元企業への人材供給促進

①地元企業の優れた技術や人材等を紹介する情報発信ツールの充実
②若い世代と地元企業をつなぐ機会やしくみづくり

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A企業ガイドブックの改訂・・①
B池田工業高校デュアルシステムの推進・・②
C企業合同説明会の開催・・②
（以上商工係）



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

23.1%
(H27年度)

－ － －
30％

（アンケート調
査）

－

累計
約200 人

(H22-H26年)
52人 55人 52人

 210 人
（H27-H31）

－

Ｂ　補助金の交付220千円 B 池工版デュアルシステム推進協議会へ補助金の交
付、11社で池工生を受け入れ実習を行った。

B 受入事業者の負担軽減のため、補助金額の検討を
行う。(H30年度は一社あたり2万円から5万円に増額し
た。）

A　池田町商工会へのガイドブック作成補助金の交付
500千円

A 工業ガイドブックの更新 A ガイドブックの内容の更新を随時行うための方法に
ついて検討をする。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

町内就職者人数

C　連携自立圏負担金（雇用促進）の支出51千円
（以上商工係）

C「大北地域企業説明会・大北の企業を知ろう！」を5月
2日に開催。池工生の送迎を実施。

C 首都圏における企業説明会を開催するなど、参加者
に大北をＰＲできるような説明会の企画を推進する。

将来希望する就業先が自宅から通える範囲内に
あるという池田町在住の高校生の比率

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-２　ものづくりの心･技･場の継承

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2）池田工業高校と地元企業との連携強化

①学校での授業やインターンシップ等を通じた地元企業との結びつきの強化

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ専攻科２年の設置（高度な技術、知識を学び、地元企業へ就職できる仕組み・・①
Ｂ池田工業高校デュアルシステム取組等をテレビ番組として制作（以上学校総務係）・・①



A　池田工業高校専攻科2年の設置に向けて、魅力検
討委員会及び池工懇話会による検討活動を行う。
・魅力及び懇話会合同会議 1回
・シンポジウム開催 1回
・署名活動H28～H29

A 安曇野市、大北圏域内の企業・住民・行政関係に署
名活動を行い、述べ26,423人から署名をいただき、県
知事及び県教育長に提出できた。

A 専攻科の具体化を目指し、企業のネットワーク化を検
討していく。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B　全国的に先駆となった池工版デュアルシステム等の
活動をテレビ番組で紹介。
企業が望む専攻科への期待と人口減少に伴う物づくり
人材の確保を番組を通じて広く訴えるきっかけの番組
放送となった。(番組製作委託料　2,106千円）
（以上学校総務係）

B 民法で放映すると共に、町ホームページにも掲載し、
池工の取組を全国発信している。

B 企業アンケートを行い、企業と人材のミスマッチを検
討し、池工として具体的にどのような専攻科を目指すか
検討を行う。また、企業と学校の連携が円滑に行われる
よう次年度においても「池工の挑戦」と題して継続番組
を作りたい。

※重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、（1）（2）共通なため記載省略



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-２　ものづくりの心･技･場の継承

施策名

主な
事業概要

（3）人材育成･事業継続支援の充実･体制強化

【29年度事業評価・検証】

①イノベーション意識を啓発する人材育成セミナー等の開催
②事業拡張等の際に必要な人材･資金･用地等の相談に応じる体制づくり

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A人材育成セミナーの開催・・①
B商工会への専門コーディネーターの配置（以上商工係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

年6 講座
(H26年度)

年6 講座 年5講座開催 年７講座開催
年6 講座の
開催を維持

Ａ

2 事業所
(H22-H26年度)

3事業所
（助成数）

3事業所（助成
数）

４事業所  4 事業所 －

Ａ　北アルプスものづくり連絡協議会への補助金交付
（商工会経由）１００千円

A 現場リーダー対象育成研修４回・上司向けオリエン
テーション３回の計７回セミナー開催述べ１８名受講

 A 同程度の開催を維持する、

条例に基づく助成及び優遇措置の適用事業所数

各種研修(人材セミナー等）の開催頻度

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

Ｂ　産業育成・経営技術支援事業補助金の交付１，８０
０千円
（以上商工係）

B 商工会へ産業アドバイザーを１名配置し、個別企業
支援を行った。

B 企業のニーズに応えるため、専門的な知識を持った
アドバイザーの派遣が行える体制を整える。
（H31年度は、各事業所のHP作成の支援を行う予定。)

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-３　地域貢献型の起業促進･企業誘致

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1）誰でもいつでも起業できる環境づくり

①空き店舗等を活用した低価格のオフィススペースの提供
②起業に関する各種情報提供や相談窓口の設置

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ起業相談・・②
Ｂ創業支援事業計画の策定（以上商工係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 2件 1件 1件 4 件（年1件） Ａ

ＡＢ　創業支援計画の策定し、平成２９年５月１９日国の
認定を受けた。
（商工係）

A 産業振興課内に相談窓口の設置 A 役場窓口での相談対応の為の職員のスキルアップが
必要。

B 商工会による、創業支援事業（池田創業塾）の実施
全６回参加者１５名

B 街中の空き店舗の利活用も含めた創業補助金など
の具体策の検討が必要である。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

【新規】上記取り組みと連動し、街中の空き店舗の利活
用に取り組む。
（移住定住促進係）

町内での起業件数

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-３　地域貢献型の起業促進･企業誘致

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2）高齢者向け産業の創出支援

①介護･福祉関連のほか、元気な高齢者が楽しめるサービス業などの産業創出支援

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ創業支援実施（地域包括セ）・・①



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 0件 0件
2 件

（2 か年で1件）
－

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ａ　昨年度、高齢者向けサービス新規事業の可能性を
探っているケースがあったが、その後話は進んでおら
ず、他に新たな話も無い。
（地域包括セ）

A 特に無し A 事業所から話があれば、支援できることは無いか検
討していく。

高齢者介護･福祉サービス事業新規開業件数

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

■施策の柱Ⅰ-３　地域貢献型の起業促進･企業誘致

施策名

主な
事業概要

（3）新規企業の適正な立地誘導と進出支援

【29年度事業評価・検証】

①職場環境や雇用者の住環境として池田町の魅力を評価し進出を希望する企業に対する支援

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A工場誘致条例の活用・・①
B空き工場の把握・調査及び希望企業への情報提供（以上商工係）・・①



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 １件
１件

（累計2件）
1件以上 Ａ新規の企業誘致件数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ｂ　未実施
（以上商工係）

B 関係団体と連携をとり、情報のデータ化を進める。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

Ａ　工場誘致条例に基づく助成金6,664千円 A 増設工事を行った事業者への助成1件、固定資産税
への助成3件

A 工場誘致条例の要件の緩和を検討する。



◇１　農業を基盤にした農産業の育成･創出

◇２　ものづくりの心･技･場の継承

◇３　地域貢献型の起業促進･企業誘致

（1）花とハーブの里の再ブランド化

（2）ワイナリー構想の推進

　大町市・安曇野市と共に広域でのワイン特

区の認可申請を行い、「北アルプス・安曇野

ワインバレー特区」の認可を受けた。

　中山間地域でのワイン用ぶどう栽培圃場の

整備を実施した。

　特区の認可により低量でも醸造が可能にな

ると共に、内外から注目が高まった。

　農業法人により自社醸造用ぶどうを定植。

　ワイナリー設立希望者に対する支援策の検

討を行う。

　新規就農者に対する圃場の斡旋、栽培技術

の指導等を継続する。

　ブランド化推進委員会及び部会において事

業検討を行い、ケアトレーナー育成、町民向

けハーブ講座等の各種事業を実施した。

　ハーバルケアトレーナー育成講座を開催し

53名をトレーナーに認定。ハーブを使った各

種講座に延べ146名が受講。日常生活への

ハーブ利用が促進された。

　トレーナーについては引き続き中堅講習、

実践講習を実施してトレーナーとして登録を

行い、ハーバルヘルスツーリズムが展開出来

るよう進めていく。また各種講座について

も、裾野の拡大を図るため継続開催する。

【29年度事業評価・検証】

基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出

事業実績 成果 課題・今後の取組

◇１　農業を基盤とした農産業の育成・創出



（3）特産品の新規開発促進・販路拡大

（4）担い手確保と優良農地の保全・継承

（1）地元企業への人材供給促進

　地域おこし協力隊による商品開発を行い、

「桜仙郷あずき茶」「桑とハーブのブレンド

ティー」を商品化し販売に漕ぎ着けた。

　日本酒輸出推進について、酒蔵の台湾・シ

ンガポールでのプロモーションを補助。

　町独自にマレーシアをターゲットに日本酒

及び農産加工品のプロモーションを実施。

　商品開発は内外から注目され、再びハーブ

の町池田町としての認識が高まった。

　輸出は特にマレーシアで注目を集め商談が

成立しつつある。

　新商品開発については継続して取り組む。

　海外販路拡大事業についても、マレーシア

での日本酒輸出ライセンス取得と農産加工品

輸出に向け調査検討を継続する。

◇ものづくりの心・技・場の継承

町民及び新規学卒者向けに町内企業ガイド

ブックを作成。大北地域企業説明会の開催に

協力。

地元企業への就職に繋げる資料作成により、

多くの就職希望者への情報提供が可能となっ

た。

池田工業高校及び就職説明会に活用を行う。

　ワイン用ぶどう栽培希望者を中心とした相

談では、新規就農が2名となった。

　役場内設けた営農支援センターでの相談に

より、農地8件を貸したい希望者全員の貸し借

りが成立した。

　新規に就農する方が増え、従事者不足に悩

む農業振興へ明るい兆しとなった。

　農地は、担い手農家への集積が図られた。

　新規就農及び農地流動化の相談業務は継続

する。「空き家バンク」との連携を更に強

め、農地付住宅の情報提供に努める。

　圃場整備未整備地区の農地については、担

い手農家も借り手が少ないため、早急の圃場

が必要であり、実施を検討していく。



（3）新規企業の適正な立地誘導と進出支援

　企業誘致につては県を通じての情報提供を

行った。

　問い合わせは何件かあったが、新規企業誘

致の実績無。

　商工会との連携により、空き工場等の情報

収集を行う。

◇地域貢献型の起業促進・企業誘致

「池工版デュアルシステム」の紹介用テレビ

番組を制作。又、専攻科設置に向けた県要望

を実施。

専攻科設置に向けて関係市町村住民及び企業

に署名活動を実施し、県知事及び県教育長へ

要望書を提出。

専攻科設置については継続して要望をして行

く。

（2）池田工業高校地元企業との連携強化

（3）人材育成・事業継続支援の充実強化

（2）高齢者向け産業の創出

　人材育成に向けたリーダー研修及びセミ

ナーを開催。産業アドバイザーによる企業支

援を実施。

　人材育成では企業でのリーダー育成に繋

がった。

　産業アドバイザーは各企業訪問を行い、企

業の問題点解消に繋げた。

　引き続き研修を実施し、リーダー、事業継

承者、起業家の育成に努める。

　産業アドバイザー活用は、必要な事業所に

重点的に行っていく。

高齢者向けサービス新規事業については動き

が無かった。

実績なし サービス提供事業所を継続して探していく。

（1）誰でもいつでも起業できる環境づくり

　創業支援計画を策定。商工会による創業支

援塾実施。

　チャレンジショップ、レンタルオフィスの

機能を持たせた「賑わい拠点施設」を整備し

た。

　創業支援計画の整備により、創業希望者の

国の支援を受けやすくなった。創業支援塾を

開催し、創業希望者への支援となった。

　施設は年度末に完成した。

　まちなかの空き店舗等利用による創業者へ

の補助金創設等支援の在り方を検討する。

　施設を活用した事業活性化を図っていく。



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

■施策の柱Ⅱ-１　良好な住環境の維持･継承

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） まちなかの住環境の魅力向上･にぎわい再生

①地域交流センター等まちなかで進めている各種施設整備事業の推進
②にぎわいや集客力の向上につながるソフト事業の取り組みなど多面的なまちなかの魅力化方策の展開

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A社会資本総合整備計画事業の推進
　地域交流センター建設、町道740号線工事、まちなか活性化支援事業・・①（町づくり推進係・各担当係）



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 実績なし 10% 30% 100% －

2.1%
(H27年度)

－ － －
10％

（アンケート調
査）

－

A①町道740号線道路改良工事完了
道路改良工事　Ｌ＝２５０ｍ　Ｗ＝７ｍ
39,436千円
（建設管理係）

A① 地域交流センター周辺の道路整備を行い、町なか
の道路環境の向上を図った。

A①30～31年度において町道251号線の改良工事を行
い、一連の道路改良工事の完了と共に、町なかの公共
施設等のアクセス向上を図る。

A③　緑地公園整備事業の用地測量設計業務に着手
した。
委託料：7,344千円（繰越事業・生涯学習係）

A③ 緑地公園整備事業の実施設計は30年7月に完了
した。

A③ 緑地公園の実施設計を行ったが、工事費を抑えた
ため、四阿等の日除け施設の設置が不可能となった。

A② 地域交流センターの建設にあたり、用地取得及び
建設工事に着手した。
用地取得：100,847千円（7,369㎡）
工作物補償：1,500千円（倉庫一棟）
建設工事：1,056,240千円（H29・30の債務負担）
工事監理業務委託：20,088千円（　　　〃　　生涯学習
係）

A② 地域交流センターへ30年度末完成予定。
池田工業高校建築科の生徒と連携し、交流センターの
模型を製作してもらい、公民館ロビーに展示した。

A② 地域交流センターの建設工期が30年度末となって
いるが、入札不落による遅れや用地内の電柱移転等に
手間取り、工期内の完成が難しくなりつつある。

A④ 町の歴史を後世に伝えるため、現町図書館を文化
財管理施設に整備し観光資源として活用する。（学校
総務係）

A④ 文化財保護委員会で検討した。 A④ 平成30年度設計、平成31年度改修工事。

社会資本総合整備計画に基づく各種事業の進捗
率

若者･子育て世代の「まちなかのにぎわい」に対す
る満足度

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

■施策の柱Ⅱ-１　良好な住環境の維持･継承

施策名

主な
事業概要

（2） 郊外の「小さな拠点」づくり･生活機能の確保

【29年度事業評価・検証】

①各集落の生活利便性の向上や交流施設整備等による安心して暮らせる「小さな拠点」づくり
②拠点間の交通手段の充実、地域間交流や交通弱者の日常的な買い物の利便性を担保するしくみづくり

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A小さな拠点（小島館）での茶話会等の運営・・①
B福祉空間整備事業ソフト事業実施（Ａ、Ｂ地域包括支援セ）・・①
C町営バス割引回数券の販売・・②
D一丁目スーパーマーケット営業開始による町内巡回線・池坂線のバス停新設等ルートの充実（Ｃ、Ｄ環境整美係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

11地区
(H17-H22年)

- -
１２地区

（H22-H27年）
5 地区 Ｃ

C　70歳以上・障害者手帳所持者を対象とした割引回
数券の販売＠150円券 461冊、＠300円券 120冊

A　小さな拠点（小島館）の開放 A 第2、4土曜日１３：３０～１５：００　開放
参加延べ人数２３１人
障害児・者の居場所として日中一時支援事業を実施
利用延べ人数３０４人

A 池田町社会福祉協議会の自主的な運営となった。

【新規】認知症カフェ　地区自主開催
　H29年度は、北部・中部・南部の３ブロックに分け、事
業所に委託して実施。H30年度は、福祉空間を中心と
した各公民館で自主開催できるように、社会福祉協議
会、生活支援コーディネーターと連携し、働きかけをし
ていく。（H30年度は実施され始めている。　地域包括
支援セ）

B　福祉空間事業公民館でののびのびゴム体操の自主
活動定着
（Ａ、Ｂ地域包括支援セ）

B ５地区（３丁目、花見、滝沢、渋南、広津）で自主活動
として定着。
筋力が維持向上できた人の割合
　握力・・・約７０％
　アップ＆ゴー（移動）・・・約８０％

B 未実施地区の定着に向けて取り組んでいく。

地区別の人口増減率がマイナス10％以下の地区
の比率

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

D　一丁目スーパーマーケット営業開始による町内巡回
線・池坂線・広津線のバス停を新設しルートの充実を
行った。
（Ｃ、Ｄ環境整美係）

D　新設の大型商業施設前停留所は、巡回線681人、
池坂線102人、広津線27人（乗降者数）の利用があっ
た。

D 地域交流センターなど新たな施設へのバス停新設等
ルートの充実



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

■施策の柱Ⅱ-2　多様な居住ニーズへの対応

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 空き家等の利活用促進

①所有者の意向や立地条件など町内にある空き家等の詳細な実態把握とデータベース化
②空き家等の情報の周知･共有、ホームページ上（空き家等活用情報システム）での発信等による利活用の仲介推進
③空き家等の改修費（片付け･解体費用）の助成や古民家等のリノベーション（再生）支援
④移住者向けのお試し住居の整備

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａまちなかの空き家・空き店舗の意向調査実施・・①
Ｂ空き家改修補助金創設、入居者とのマッチング等・・③
Ｃ移住推進協議会の設立・・②
Ｄお試し住居の整備・運用・・④
Ｅ移住者向け情報の発信（町HP等）・・②
Ｆ移住者向け総合パンフレットの作成・・②
Ｇ楽園信州等による移住フェアへの参加・・②
Ｈ北アルプス連携自立圏の取り組み・・②　（以上移住定住促進係）



事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

C　移住定住推進協議会設立。（部会含め延９回開
催）基本的な方針を定め、施策を協議。　240千円

C 部会では、様々な角度から移住施策を検討し、また
町への移住先達者５名を定住アドバイザーとして委嘱
し、移住しやすい環境を構築した。

C アドバイザーは移住を検討している方への相談に
随時乗って下さり、つながりを作り、安心感をもたらし、
移住への大きな力となっている。

Ｂ　定住促進住宅取得事業補助金及び移住定住居
住環境整備事業補助金創設。　補助金を使っての空
き家改修の実績はまだ無い。

B 経済的支援となり、定住へのきっかけ作りとなってい
る。

B 制度を継続するとともに、ＰＲを進め、利活用を促
す。

E　移住者向け情報の発信（町ＨＰにて移住定住通信
計39回掲載）

Ｆ　移住者向け総合パンフレット(1,500部制作) 200千
円

Ｅ、Ｆ　ＨＰやパンフレットの広報により、池田町が移住
に積極的であるというイメージを作ることができ、移住
相談の増加に貢献した。

Ｆ　各課の移住者向け支援施策を盛り込んだパンフ
レットに刷新予定。

D　移住準備住宅整備（旧教職員住宅２棟改修）
4,736千円

D 移住を検討されている方が安価で1年以内居住し、
さまざまな季節を体験し、移住を検討出来る良い環境
を整えることが出来た。

D 入居者募集を行い、利用を促していく。（H30年度
は活用中)

G　移住セミナー（名古屋２回相談件数11）50千円

H　楽園信州セミナー合同参加（東京１回相談件数9
件）　74千円
（以上移住定住促進係）

G、H 相談件数77組中６組が移住。 G、H 都市部での知名度が低いため、積極的にセミ
ナーへ参加し、知名度向上を図る。

A　空き家意向アンケート実施（情報収集268件・意向
調査182件・回答数85件）H29.10に空き家バンク創
設。年度末登録数14件

A 空き家バンク登録情報は空き家等利活用連絡会に
情報提供、賃貸物件１件が成約。

A  移住希望者に提供できる住まいが少ないことから、
空き家の掘り起しに注力するほか、新築可能な土地
情報の把握に努める。



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 20件 47 件 年5件以上 Ａ

－ 0件 0件
６件

（累計６件）
8件

(年2件）
－

－ 0件 0件
２件

（累計２件）
累計１件以上 Ａ

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

空き家等の利活用に関する相談件数

移住者向けのお試し住居の整備
（移住準備住宅）

空き家等の改修件数

【新規】移住先進自治体と比較し、住民の移住者受入
意識が希薄なことから、講演会等で受け入れ意識の
醸成を進める。
（移住定住促進係）



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

■施策の柱Ⅱ-2　多様な居住ニーズへの対応

施策名

主な
事業概要

①「若者定住促進住宅」の整備など適切な場所への新たな宅地造成

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ滝沢住宅地　造成・分譲　6区画・・①｛建設管理係（土地開発公社）｝
Ｂ土地利用計画の見直し・・①（町づくり推進係）
Ｃ住宅建設に係る助成の検討・・①（移住定住促進係）

【29年度事業評価・検証】

（2） ニーズに応じた持続可能な住宅地整備



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－

20区画
（土地開発公社5

区画＋
民間15区画）

0区画
（累計20区画）

３２区画
（土地開発公社6
区画＋民間26区

画）
（累計52区画）

100区画 －

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

定住促進住宅等の新規分譲区画数（民間開発も含
む）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

Ｃ 定住促進住宅取得事業補助金及び移住定住居住環境
整備事業補助金創設交付。　2件350千円
（移住定住促進係）

C 補助金を創設することで、池田町への住宅建設を促進。 C 実績等を見極め、より効果的に住宅建設を促進するため
に補助金制度内容の改正を検討。

B　土地利用計画の見直し（H29.10.1）
（町づくり推進係）

Ｂ 景観保持の観点から太陽光発電施設の設置基準を厳格
に定めたほか、会染西部地区のほ場整備事業を見据えて
産業創出候補区域を見直すなど、土地利用制度運用上の
課題解決を図った。

Ｂ 土地利用地域では「市街地形成区域」となっているエリア
に一部農振農用地区域があるため、宅地誘導の足かせと
なっている。

Ａ　和合（滝沢）住宅地の分譲
　　6区画の造成完了 　　9,514千円
｛建設管理係（土地開発公社）｝

A 若者世帯を対象とした分譲を行い、町外移住者の住宅環
境を整えた。

A 町内外へ販売促進活動を行い、若者世帯の移住を図っ
ていく。



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

■施策の柱Ⅱ-2　多様な居住ニーズへの対応

施策名

主な
事業概要

（３） 町内住み替え円滑化のしくみづくり

①利便性の高いまちなか、景観や自然環境に優れた田園や里山など多様な住環境の魅力を活かして、ライフステージに応じ町内で円滑に住み
替えができるようにするのための情報収集･情報提供等

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ関係部局との情報交換・・①
Ｂ先進地事例研究・視察等・・①（以上移住定住促進係）

【29年度事業評価・検証】



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 0件 ０件 累計1件以上 －住み替え円滑化のしくみに基づく住み替え事例

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ａ　移住定住推進協議会設立。（部会含め延９回開催）基本
的な方針を定め、施策を協議。　240千円

B 実績なし
（以上移住定住促進係）

A 協議会内に部会を設置。住まいを考える住環境部会で、
ライフスタイルに応じて住み替えをする方法等を協議した。

A 住環境部会内での意見交換を継続するとともに、先進事
例の情報を収集し、具体的な計画作成を行う。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

■施策の柱Ⅱ-３　移住･定住促進サポートの展開

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） ターゲットに応じた戦略的な情報発信

①池田町の魅力と併せて生活関連情報を総合的に伝える一覧性のある情報発信
②銀座NAGANO やふるさと納税制度等を活用した移住情報の提供（来訪促進とセットでの情報発信）

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ多様な情報発信手段の検討・実施（観光パンフへの掲載及びアンテナショップ等を活用）・・①
Ｂ移住希望者の体験ツアー実施・・②（以上移住定住促進係）



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ － 0 件 

1件
（町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上
に移住定住情報
ｺｰﾅｰを設けた）

1件 Ａ

約22万件
(H26年度)

約24万件 約27万件

445,771件
（内移住定住情
報ｺｰﾅｰ閲覧数

13,451件）

27万件 －

移住者向けの情報発信ツールの作成

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B　町を日帰りで案内する移住体験ライトツアーを計９回
開催。延べ18組35名が参加した。
（以上移住定住促進係）

B 移住体験ライトツアー参加者のうち、２組が町に住宅
を新築。

B 移住体験ツアーの効果が大きいため、セミナー相談
者を中心にツアー参加を促していく。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

池田町のホームページの閲覧件数

A　全国の自治体の移住に関する情報を掲載している
「全国移住ナビ」、県内の情報である「楽園信州」に登
録し、情報発信をしている。20千円

Ａ　メール配信やＳＮＳなど様々な媒体を利用してＰＲの
充実を図る。



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 新規就労支援等移住サポートの充実

①広域的な就労先の情報提供を行える体制づくり
②就労に伴い池田町への移住･定住を促すためのサポートの充実

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ担当部署設置による支援・相談・情報提供・・①（移住定住促進係）
Ｂ創業セミナーの開設・・②（商工係）



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 6 件 21 件 年10件以上 Ａ
県外からの転職を伴う移住希望者からの就労に

関する相談件数

事業実績
（アクションプラン全ての実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

B  創業塾は、創業のための具体的なノウハウを学ぶこ
とが出来、受講者の内、2名が創業した。

Ａ① 移住定住促進係を創設し、ワンストップで移住相
談に対応できる体制を構築した。
（移住定住促進係）

A① 移住相談件数77件・産業振興課内に相談窓口の
設置

A① 起業者への支援として、創業補助金などの具体策
を検討。

【新規】農的な生活を望む方が多いが、農業収入だけ
では生活が難しいため、農業に加えて他事業の実施
等、就業の組み合わせを研究。
（移住定住促進係）

Ａ②、Ｂ　創業支援計画を策定し、国の認定を受けた。
商工会による、創業支援事業（池田創業塾）の実施。全
６回１５名参加。
（商工係）

A② 創業のためのセミナーを引き続き開催する必要が
ある。
役場窓口での相談対応の為の職員のスキルアップが
必要。



基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成

施策名

主な
事業概要

基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0 件 0 件 ０件 年５件以上 Ｄ

【29年度事業評価・検証】

（３） 子育て世代の親元近居支援

親元近居移住（定住補助）助成頻度

①親世代の住宅の近くに子世代が居住する「近居」を推奨するための優遇措置の設定

【事業（計画）内容】
Ａ移住定住促進住宅取得事業補助金創設・運用・・①（移住定住促進係）

事業実績 成果 課題・今後の取組

Ａ　定住促進住宅取得事業補助金創設。
　　親元近居支援としての交付実績は無かった。

A 移住者だけでなくＵターンや親の近くに家を建てる方
にも利用できる補助金を創設することで、近居推進のＰ
Ｒにつながった。

A 補助金だけでなく、子育て世代が親元近くに住むこと
のメリットについて広く周知する。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



◇１　良好な住環境の維持・継承

◇２　多様な居住ニーズへの対応

◇３　移住定住促進サポートへの展開

・社会資本総合整備計画事業については、町道740号
線道路改良工事が完了し、地域交流センターの工事に
着手した。

・地域交流センター周辺の道路整備を行い、町なかの
道路環境の向上を図った。

H30～31年度において町道251号線の改良工事を行
い、一連の道路改良工事の完了と共に、町なかの公共
施設等のアクセス向上を図る。

（2） 郊外の「小さな拠点」づくり･生活機能の確保

・福祉空間事業公民館でののびのびゴム体操の自主
活動定着

・５地区で自主活動として定着し、高齢者が集い、運動
することにより心身両面良い効果が生み出されている。

・他地区でも実施を促していく。

【新規】福祉空間を中心とした各公民館で認知症カフェ
が自主開催できるように、社会福祉協議会、生活支援
コーディネーターと連携し、働きかけをしていく。

・一丁目スーパーマーケット営業開始による町内巡回
線・池坂線・広津線のバス停を新設しルートの充実を
行った。

・新設した停留所での利用実績が多く見られ、利便性
が向上した。

・今後も状況に応じて利便性の向上に努める。

【29年度事業評価・検証】

基本目標Ⅱ 　「住みよい町」としての魅力の醸成

・池田工業高校建築科の生徒と連携し、交流センター
の模型を製作してもらい、公民館ロビーに展示した。

・特に池田工業高校生徒より模型を製作していただくこ
とで、町民にも注目されると共に親しみを増す結果と
なった。

・地域交流センター工事について30年度末完成に向け
進めていくが、様々な要因により完成が遅れる予定。
・また建物完成後施設を利用したにぎわい創出のた
め、町民と共に活用及びソフト事業実施について検討
を進めていく。

事業実績 成果 課題・今後の取組

◇良好な住環境の維持・継承

（1）まちなかの住環境の魅力向上・にぎわい再生



（3）町内住み替え円滑化のしくみづくり

・移住定住推進協議会で空き家活用について協議はし
たが、実績には結び付いていない。

・住環境部会内での意見交換を継続するとともに、先進
事例の情報を収集し、具体的な計画作成を行う。

（2）ニーズに応じた持続可能な住宅地整備

・　6区画の住宅地の分譲実施。 ・ 若者世帯を対象とした分譲を行い、町外移住者の住
宅環境を整えた。

・ 未だ完売していないので、町内外へ販売促進活動を
行い、若者世帯の移住を図っていく。

・移住定住推進協議会設立。基本的な方針を定め、施
策を協議。

・部会では、様々な角度から移住施策を検討し、また町
への移住先達者５名を定住アドバイザーとして委嘱し、
移住しやすい環境を構築した。

 ・特にアドバイザーは移住を検討している方への相談
に随時乗って下さり、つながりを作り、安心感をもたら
し、移住への大きな力となっている。引き続き活動を促
していく。

・移住関係セミナー三回参加 ・ 相談件数77組中６組が移住。  ・相談者をモニターツアーへ案内し、地域を知り、先に
移住された方から話を聞きつながりをつくることで、移住
に結びつけることが出来た。
　都市部での知名度が低いため、積極的にセミナーへ
参加し、知名度向上を図る。

・空き家意向アンケート実施。H29.10に空き家バンク創
設。

・ 空き家バンク登録情報は空き家等利活用連絡会に情
報提供、賃貸物件１件が成約。

・空き家の所有者で利活用への意識がある方は少なく、
掘り起しに注力するほか、新築可能な土地情報の把握
に努める。

・定住促進住宅取得事業補助金及び移住定住居住環
境整備事業補助金創設。　住宅建築の補助となってい
る。補助金を使っての空き家改修の実績はまだ無い。

・ 空き家利活用のきっかけ作りとなっている。 ・制度を継続するとともに、ＰＲを進め、利活用を促す。

◇多様な居住ニーズへの対応

（1）空き家等の利活用促進



・定住促進住宅取得事業補助金及び移住定住居住環
境整備事業補助金を創設したが、親元近居の実績はま
だ無い。

・移住者だけでなくＵターンや親の近くに家を建てる方
にも利用できる補助金を創設することで、近居推進のＰ
Ｒにつながった。

・ 補助金だけでなく、子育て世代が親元近くに住むこと
のメリットについて広く周知していく。

（3）  子育て世代の親元近居支援

（2）  新規就労支援等移住サポートの充実

・創業支援計画を策定し、国の認定を受けた。
商工会による、創業支援事業（池田創業塾）の実施。全
６回１５名参加。

・創業塾は、創業のための具体的なノウハウを学ぶこと
が出来、受講者の内、2名が創業した。

・ 創業のためのセミナーを引き続き開催する必要があ
る。
役場窓口での相談対応の為の職員のスキルアップが
必要。

◇移住･定住促進サポートの展開

（1）ターゲットに応じた戦略的な情報発信

・町を日帰りで案内する移住体験ライトツアーを計９回
開催。延べ18組35名が参加した。

・移住体験ライトツアー参加者のうち、２組が町に住宅を
新築。

 ・移住体験ツアーの効果が大きいため、セミナー相談
者を中心にツアー参加を促していく。



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-１　包括的な子育て支援の充実

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 経済的サポートの拡充

①不妊･不育治療費の補助（県との連携）、出産･成長祝い金（出産時一括交付から成長段階に応じた分割交付への転換）、保育料の
減額（多子世帯減免枠の拡大）等による経済的支援の充実
②子育て世代を優遇又はサポートする各種サービスの充実

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A不妊治療の補助、必要に応じ不育症補助（健康増進係）・・①
B小中学生の給食費減免（学校総務係）・・①
C成長祝い金の交付検討（子ども子育て）・・①
D3歳以上の第3子以降の保育料を無料化（保育係）・・①
E子育て支援ショートステイ事業※1の周知・・②
F「ながの子育て家庭優遇パスポート」※2加盟店舗の拡充・・②
Gファミリーサポート※3利用補助券の交付検討・・②
H産後ケア事業※4導入検討（E～H子ども子育て）・・②



事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

E 子育て支援ショートステイ事業、2家族4名実施。
（H28年度から事業が開始されたが、実施は今年度初
めて）
　子ども・子育てガイドブックに掲載した他、子育て相談
時に利用を勧めた。

E  子育て環境の改善に有効であった。 E 事業実施は大いに有効であるので子育て相談時に
引き続き利用を勧める。

D  対象者　34名  　8,660千円を減額した
（保育係）

D 保護者の経済的負担を軽減した。 D 引き続き減額予定。なお、平成31年10月から国全体
で3歳から５歳までの幼稚園、保育園、認定こども園の
費用が無償化される予定(認定外保育施設等例外あ
り)。

C② 成長祝金を平成30年度から交付するための手続
きを行った。（子ども子育て）

C② C①の課題を解決するための足がかりが出来た。 Ｃ② 平成30年度より成長祝金の交付開始。

C① 出産祝金交付(住民係）
第１子　　　　＠ 50千円×17名＝　　850千円
第2子　　　　＠100千円×17名＝  1,700千円
第3子以降　＠200千円×11名＝  2,200千円
　　　　　　　　　　　　　合　計　　　 4,750千円

C① 出産費用の経済的援助をすることができた。 C① 出産祝金を交付しても、小学校入学前に転出する
家庭もあり、定住に結び付かないため、出産祝金は一
律3万円に減額し、その分を小学校及び中学校入学時
に成長祝い金として支給することとし、定住を促す。

B 平成28年度から児童生徒1人につき1万円ずつ補助
している。(平成29年度686人分)
(学校総務係）

B 児童生徒の保護者の負担を軽減した。 B  負担軽減となるよう、引き続き補助を継続予定。

A 不妊・不育症治療費の補助
（健康増進係）

A ５件の申請があり、総額３７３，４３７円を補助。高額な
治療費の経済的支援となっている。

A  今後も支援となるよう、補助を継続予定。
　また、制度の周知に努める。

Ｆ 特に拡充の働きかけは行わなかった。

Ｇ 改めた検討の場は設けなかった。

F 加盟への声掛けを行っていく。

G 平成30年度検討予定

Ｈ 産後ケア事業実施1件（今年度より事業開始） H 母子共にゆったりとした環境でケアを受け、精神的に
安定した中で子どもへの接し方を学ぶことが出来てい
る。

Ｈ 生まれた時から母と子の愛着を結ぶためにとても有
効な事業であるため、妊娠届の時に産後ケア事業の周
知を継続し、利用を勧めていく。



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

48.4%
(H27年度)

－ － －
 50％

（アンケート調
査）

－
若者･子育て世代（既婚の方）の「子育て支援サー

ビス」に対する満足度

※1【ショートスティ事業】

児童の養育が一時的に困難になった場合児童養護施設、乳児院において一定期間預かり養育する事業

※2【ながの子育て家庭優遇パスポート】

県の事業。子育て育て世帯に対し、買物の際に割引など各種サービスが受けられる。

※3【ファミリーサポート】

町社会福祉協議会事業。“育児の援助を受けたい人”（依頼会員）と、“育児の援助を行いたい人”（協力会員）が会員となり、子育てについ

て地域で支え合うこと

※4【産後ケア事業】

出産退院後医療機関、助産院などで母体を保護し育児指導を受けられる事業

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

【新規】児童生徒奨学補助金交付
　平成29年度より、町立小中学校以外の義務教育に在
学する児童生徒の保護者負担を軽減した。
　（一名につき1万円、実績額160千円）
　（学校総務係）

【新規】町立小中学校に在学する児童生徒に補助して
いる給食費分と同額を補助。保護者負担の軽減を図っ
た。

【新規】今後も継続して交付する。



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-１　包括的な子育て支援の充実

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 子育て支援の体制強化･環境改善

①出産や子育てに関する様々な相談や経済面以外での支援体制の充実
②保育環境の向上や放課後の居場所の確保
③小学校･中学校における充実した職員配置
④信州型自然保育の導入（池田・会染）等

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A元気な赤ちゃんが生まれるための妊娠時からの情報提供、関係機関との連携（健康増進係）・・①
B子ども・子育てガイドブック・ポケットブックの配布・・①
C母と子の居場所づくり「つどいの広場事業」・・①
D子育てに不安を持つ親の相談・・①
E子育て講座の開催（B～E子ども子育て）・・①
F認定こども園「会染保育園」の建設計画検討（保育係）・・②
G放課後学習支援による居場所の確保・・②
H配慮が必要な児童支援、セカンドステップ指導、教科指導、登校支援のために町費支援員の配置（小４名ずつ、中３名）（Ｇ、Ｈ学校総務係）・・③
I信州型自然保育の導入申請・実施、認可外保育所の支援（保育係）・・④
J学校図書館活用促進のために町費図書館職員配置（各校１名）（学校総務係）・・③



A 妊娠届時にアンケートを実施し、事態把握をすると共
に子ども子育て推進室のカウンセラーや社会福祉協議
会の助産師等と連携して支援を実施
妊娠届３７件　出生数５１名

A 今後は産婦健診を実施し、医療機関も含めて産後の
不安感などを軽減できるように支援をする

C  母と子の居場所づくり「つどいの広場事業」は月から
金曜日まで実施

Ｃ利用者のべ2221名。子育ての情報交換、リフレッシュ
となり、特に精神的に良い効果をもたらしている。

Ｃ つどいの広場事業の内容充実図る為に「絵本の読
み聞かせ」の導入していく

B 子ども子育てガイドブック・ポケットブックを第1子妊娠
届、転入児家庭へ配布

Ｂ 32件配布。町の事業を理解し、子育てに安心感を持
つ手助けとなっている。

B  継続実施

【新規②】保小中一貫型教育の検討開始。（保育係、学
校総務係）

【新規②】 ０歳から保育園、小学校、中学校と進学して
いく機関の学びをつなげ、切れ目のない教育を行う。中
学校卒業時に目指す子ども像を明らかにし、内容面で
系統性を持たせ、保護者や地域も含め、各教育機関連
携して進める足掛かりとなった。

【新規②】先進地視察など行いながら、教育委員会、学
校を中心に検討を進める。F 保小中一貫型教育検討
の中で併せて検討していく。

F  保小中一貫型教育（詳細は後述）の検討を開始。施
設のあり方も含めた、保育園から中学校までの教育を
検討する足掛かりが出来た。

F 検討を進めていく。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

【新規①】認可外保育所のスタッフの相談にのる。保育
所の各種事業に参加し、子どもの様子を見て接し方の
助言をする。(B～E、新規①子ども子育て）

【新規①】保護者の了解のもと、子どもへの良好な支援
のためスタッフと連携を結ぶことが出来、養育にプラスと
なっている。

【新規①】 継続実施

Ｅ 子育て講座「子どもの脳の発達編」「入園準備編｝2
講座開催（1講座2回）

Ｅ37名参加。参加者からは、子どもへの伝え方、関わり
方、入園準備に向けた関わり方など、家庭で実践できる
内容であったなどと、役立ったとの感想が多く聞かれ
た。

Ｅ 継続実施

D 子育てに不安を持つ親、家族の相談を随時実施 D 相談者3,080件。子育て支援の中でとても重要業務
で、精神的ケア、子どもの良好な成長への足掛かりな
ど、大きな役割を果たしている。

Ｄ 継続していく

A 出産や子育てに関する様々な相談
(健康増進係）

F 認定こども園「会染保育園」の建設計画検討につい
ては具体的に行っていない（保育係）



※重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、（1）（2）共通なため記載省略

J 引き続き配置したい。

I②  認可外保育所の支援として補助金を交付した。1
件299千円
(保育係）

I② 認課外保育施設に必要な棚や下駄箱、トイレなど
の整備が出来た。

I② 県の信州型自然保育認定団体助成金等の案内も
含め助成をしていく。

I① 信州型自然保育の申請を行い、H29年10月に認定
された。

I① 恵まれた自然に改めて目を向け、様々な体験がで
きるよう保育の工夫がされた。

I① 身近な自然環境を活かした保育を行っていく。

Ｈ 池田小へ5名、会染小へ4名の支援員、高瀬中へ教
科講師2名、登校支援の講師1名を配置した。　賃金額
20,160千円（G、H学校総務係）

H 社会性の育ちに遅れなどがみられる児童生徒の対
応をした。

H 引き続き配置したい。また、学習障害の児童への対
応を検討したい。

Ｊ 小中学校の各校に1名ずつ町費図書館職員を配置し
た。　6,802千円
(学校総務係)

J  児童生徒の読書活動及び、知識や情報を得る学習
への大きな支援となっている。

【新規③】「少子化対策プロジェクト」立ち上げ　役場組
織内で各課が連携して少子化対策を検討する場が設
けられた。ニュージーランド（ＮＺ）の先進的な教育や子
育てなどについて学んだ。（町づくり推進係他）

【新規③】ニュージーランドの施策を学ぶことにより、教
育推進には従来の形態だけではなく、様々な方法があ
ることがわかった。固定化された形態にとらわれず、民
間事業所導入も含めた多様な方法の中で、その子に
合った環境を選べることも大事であると気付かされた。
　興味を持った方々が翌年度自主的にNZへ研修に出
掛け、その体験発表も含めた講演会開催にも繋がっ
た。

【新規③】少子化対策プロジェクトの取り組みを、保小
中一貫した教育プロジェクトにどう反映させていくか。

G 支援児童数 池田小12名、会染小17名。指導者臨時
職員1名　賃金額 975千円

G 集団学習が身につきにくい児童対象に少人数の学
習支援を行い、勉強に意欲が出るなどの結果が得られ
ている。

G  引き続き実施したい。



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-１　包括的な子育て支援の充実

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（３） 子育て企業サポートの普及促進

①子育て世代が働きやすい職場環境づくりに取り組む企業の支援（紹介、認定･表彰など）
②企業同士による子育て支援の取り組み連携

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Ａ関係機関と連携したセミナー、講演会等の開催（子ども子育て）・・②
Ｂ企業訪問による男女共同参画普及啓発及び広報での紹介（生涯学習係）・・①



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 １件 １回 年2 件以上 Ｂ

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

子育て支援を積極的に行う企業の広報等での紹
介頻度

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

【新規】商工会を通して企業に、長野県制度「社員の子
育て応援登録制度」周知啓発を行っていく。
（商工係）

B  広報いけだに事業所インタビュー記事を掲載した
（男性保育士の活躍）
(生涯学習係)

B 男性が少ない職場での男性保育士の立ち位置や思
いを取材、また女性園長のインタビューも掲載し、保育
園という職場を通して男女共同意識の啓発を図った。

B H30年度は切り口を変え、男女共同参画に関する標
語を募集し、広報いけだへそれらの作品を通した啓発
記事を掲載したい。

A  関係機関と連携したセミナー、講演会等の開催未実
施

Ａ 未実施 A H30年度に大手事業所などに声を掛け、H31年度実
施に向けて相談に乗ってもらう。



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-２　地域全体で子どもたちを守り、育てる環境整備

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 地域子ども見守り体制の充実･強化

①防犯カメラやメール等による不審者情報など情報通信技術を活用した子どもの安全性の確保
②地域住民による子どもの見守り対応の強化

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A電子メール等を活用した不審者情報の提供（学校総務係・保育係）・・①
B新１年生下校の見守り隊、同報無線による下校時の見守り呼びかけ・・②
C「安心安全の家」協力軒数の増・・②
D各地区ごとの下校見守り隊による見守り活動（Ｂ～Ｄ学校総務係）・・②
E青色回転灯積載車による防犯パトロール実施（環境整美係）・・②
Fあいさつ運動の推進（学校総務係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

E  青色回転灯防犯パトロール年間152回、町防犯組合
への補助金300千円
（環境整美係）

E 子どもに関わる事件の発生はなかった。 E 青色回転灯積載車による防犯パトロールを継続して
実施する。

D 下校見守り隊は、更正保護女性会5名が新たに加わ
り、（計15名）下校見守りの他に児童センターでの遊び
も支援した。
(B～D学校総務係）

D 小学校で見守り隊の紹介式を実施し、子どもに知っ
てもらう事により、安心した登下校につながった。

D 見守り隊が災害や防犯等の緊急時に参加可能か検
討したい。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

A 保育園及び小中学校で、同システムの保護者向け
メールに変更した。
（学校総務係・保育係）

A  町民向けメール配信サービスと同システムに変更し
たため、防災・防犯・有害鳥獣情報などの情報を、町各
担当からの発信を直接受け取ることが出来るようにな
り、迅速・正確に伝達できるようになった。

A  継続して使用したい。

C こどもを守る安心の家登録を自治会協議会にて依
頼。

C 安心の家の登録解除の申し出があった場合は、自治
会長に代わりの方をできる限り協力いただいている。

C  安心の家の登録者につき、経年による名簿の整理
が必要である。なお、登録の依頼は引き続き行う。

Ｂ  新1年生の見守り隊は池田小学校で7名に登録いた
だき、4月7日から5日間実施した。会染小学校では保護
者有志により実施された。
また、同報無線の下校時の呼びかけは週2回実施し
た。

B 見守り隊は3月に募集し、入学後一週間下校時に付
き添い、下校指導・支援し安心安全に下校できた。ま
た、平成27年度から実施している同報無線の放送は、
児童自ら呼びかけ、子どもを身近に感じていただいて
いる。

B 見守り隊についてはボランティアの人数により全ての
コースに付き添えなかったので人数が増えるよう募集し
たい。また、児童自ら呼びかける同報無線も継続した
い。

F あいさつ運動を小中学校校門で述べ107日実施し
た。
(学校総務係)

F あいさつ運動は平成23年度から実施している。参加
者からも子どもを身近に感じていただいている。

F 明るいあいさつができる町づくりを目指し、継続した
い。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



－ 0件 0件 0件 0 件 Ａ子どもの関わる事件･事故件数



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-２　地域全体で子どもたちを守り、育てる環境整備

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） ふるさと教育の普及促進

①子供たちが地域について学べる環境･体制づくり（子ども支援塾の充実、放課後クラブ等コミュニティスクールの拡充（３校合同での実
施））
②高齢者など地域のことをよく知る多様な人材の活用（ＰＴＡとの連携）

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Aこどもの学び支援塾、放課後学習、学校職員研修会・・①
B地域交流クラブ発足（以上学校総務係）・・①



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 年１回 年１回 年１回 年4 回以上 Ｃ
「ふるさとガイド」の育成に資する講座等の開催頻

度

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B　6つの地域交流クラブ（H28年度まで会染小学校に
おいて、土曜日に地域の方の指導により、お菓子作り
教室など親子で行っていたのを池田小も含め町の事業
として再発足したクラブ）発足。運営の支援。
（以上学校総務係）

B 親子、子ども同士、保護者同士、講師とのコミュニ
ケーションが深まり活動を楽しむ事ができた。

B 新たなクラブ発足の検討や講師の謝礼を検討し、
PTAへの主体的な参加を啓発したい。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

A 子どもの学び支援塾は小学校では米作り、中学校で
は総合的な学習や職場体験に協力した。放課後学習
(教科学習支援塾)は小学校37回(述べ1,214人)、中学
校27回(夏休み27回を含み、述べ453人)実施した。学
校職員研修は三校新任研修会を実施し17人が参加し
た。

A 子どもの学び支援塾は地域の人材を活用し、ふるさ
とについて学ぶと共に交流も深めた。放課後学習は、
主体的、計画的に家庭学習に取り組もうとする子どもが
増えた。学校職員研修は池田町の歴史文化を知り、研
修内容を授業に取り入れようとする意識付けに役立っ
た。

A 子どもの学び支援塾は冊子「池田ものがたり」をもと
にふるさと学習や体験ができるよう各校に啓発したり、
中学2年生の職場体験を町内で実施するよう提案した
い。放課後学習は、学級担任と懇談を設け、子どもの育
ちにつなげたい。学校職員研修は、町全体の自然、歴
史、文化、産業を知り、授業で使える研修内容を検討し
たい。



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-３　多様な出会いの場･交流の場づくり

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 若者交流機会の創出

①若者が参加しやすい条件を整えたサークル活動の普及･参加の促進
②年次会･交流会の開催継続など同世代の若者たちの異業種間交流の場の創出

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A生涯学習講座「みらい塾」をY.P.Bank（ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰﾊﾞﾝｸ）へ委託、総体開放＋ｲﾍﾞﾝﾄ・・①
Bキーマンの発掘及び若者主体のサークル活動の立ち上げ支援（Ａ、Ｂ生涯学習係）・・①
C新入社員歓迎会を契機とした同期会、年次会の開催呼びかけ・若者交流の場の紹介（商工係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－
1件

（Y.P.Bank）
0件

1件
（累計2件）

4件
（年1件以上）

－

年1回
(H26年度)

年2回 年6回 年8回 年2回以上 A

B ギターサークルを立ち上げ（サークル名：POLON）
（Ａ、Ｂ生涯学習係）

B 29年度に開催した公民館講座「ゆっくりゆるりなギ
ター塾」の参加者によりサークル化に至る。約5名で月2
回開催。

B  町民活動サポートセンターがサークル化をサポート
している。引き続き、公民館講座の参加者にサークル化
を働き掛けていきたい。

A  Y.P.Bankによる総体開放12回、その他のイベントを8
回開催

A 計20事業・参加者延べ482名の若者同士が交流を深
めあった。

A  交流で築いたつながりを活かし、地域の魅力の発
見、開発、発信をしていく活動を深堀りしていきたい

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

若者交流会の開催頻度

Ｃ 新入社員歓迎会を開催
(商工係)

C ４月２０日に開催した新入社員歓迎会の中でヤング
パワーバンクの取り組みを紹介、参加者の募集を行っ
た。

C 若者交流の場への参加動向の調査と参加促進に取
り組む。

男女問わず参加しやすいサークル活動の新規立
ち上げ件数

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-３　多様な出会いの場･交流の場づくり

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 出会いサポートの充実･強化

①「いけだＤＩ（であい）ネット」事業の広域的な連携強化
②より自然な形での出会いが生まれるイベント企画などサービス内容の充実

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
AいけだＤＩネットによる結婚希望者の相談・支援（引き合わせ等）・・①
B北ｱﾙﾌﾟｽ連携自立圏若者交流事業によるｲﾍﾞﾝﾄ開催（以上町づくり推進係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

累積6名
(年平均2名

H24-H26年度)
0名 2名

2名
（累計4名）

累積10名
（年平均2名）

－いけだDI ネットを介した成婚者数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ｂ 北アルプス連携自立圏負担金　125,000円（大町市
実施事業への負担金）
若者交流事業委託料　100,000円（みらい塾ＹＰバンク）
（以上町づくり推進係）

Ｂ 大町市が中心市の大北５市町村合同の交流事業（タ
イプⅠ）を２件開催し、計165名が参加した。また、池田
町単独の交流事業（タイプⅡ）を20件開催し、延482名
の参加があった。

Ｂ 連携自立圏での取組みについて、タイプⅠは若者交
流の色が濃く、婚活を強く押し出すものではないのでタ
イプⅡの中で結婚を強く望む独身男女を対象とするイ
ベントの開催を検討する。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

Ａ 結婚推進事業委託料　250,000円（いけだＤＩネット） Ａ お見合い３件、成婚２組（昨年度お見合い実施の４
名）

Ａ お見合いに至るまでが厳しい道のりだが、粘り強く継
続する。



基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

■施策の柱Ⅲ-３　多様な出会いの場･交流の場づくり

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（３） 社会とのつながりサポートの充実

①ひきこもりやネット依存の状況など若い世代の実態把握
②「まいさぽ」事業等によるひきこもり等への必要な支援（親身な相談、就労体験の提供等）の拡充

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Aひきこもり相談会の開催（専門職による相談支援と支援体制を整えるとともに、関係部署と連携し、ひきこもりや就労相談を実施）（福祉係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 14件 11件 ７件 年5 件以上 Ａ「まいさぽ」のサービス利用者数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

A ひきこもり相談会実施　年３回　利用件数　３件
（福祉係）

A ひきこもり相談会実施によって、社会とのつながりの
持たない人々の掘り起しを行い、悩み事を専門機関へ
つなぎ、悩み事の解決に努めた。

A 相談会開催回数は前年度と変わらないが、まいさぽ
を利用した人数は減った。本人や家族が、相談しやす
い相談会の開催や体制づくりが課題である。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



◇１　包括的な子育て支援の充実

◇２　地域全体で子どもたちを守り、育てる環境整備

◇３　多様な出会いの場･交流の場づくり

(2)子育て支援の体制強化・環境改善
・出産や子育てに関する相談、保育環境や放課
後の居場所確保、小中学校への支援員配置、信
州型自然保育の導入の検討等を実施。

(2)少子化対策プロジェクトを組織を庁内に立ち上
げ、少子化対策の具体的な検討が始まる。
妊娠届時のアンケートを実施、実態把握をしなが
ら支援を行った。子育ての情報交換等を行い子
育てに対するリフレッシュ等精神的な面でのサ
ポートができた。保小中連携した検討において、
各教育機関等が連携して進めるための検討が始
まった。

(2)少子化対策プロジェクトによる、各課で進めて
いる具体的な子育て支援の内容検討を行ってい
く。

(3)子育て企業サポートの普及促進
・啓発促進として、広報いけだに事業所インタ
ビュー記事を掲載することができ企業の取り組み
を紹介することができた。

(3)企業における男女共同参画の意識を高めるた
めの広報事業として、男性保育士の職場インタ
ビューを紹介することでき、先進事例として啓発で
きた。

(3)働く環境改善に向けて、民間事業所への啓発
及び働きかけを商工会等と協議していく。
企業の取り組みの紹介と男女共同参画に関する
標語を募集し、町広報紙に掲載していく。

◇包括的な子育て支援の充実
(1)経済的サポートの充実
・不妊・扶育治療費の補助、出産・成長祝い金、
保育料の減額、子育てショートステイ事業、児童
生徒就学補助金交付等の実施。

(1)子育て世帯に経済的サポートを行い、補助金
等により軽減がはかられた。

(1)0歳児から義務教育までの子育て世帯の経済
的支援を継続して実施する予定。

【29年度事業評価・検証】

基本目標Ⅲ 　次世代を地域全体で育む社会環境づくり

事業実績 成果 課題・今後の取組



(3)社会とのつながりサポートの充実
引きこもり相談会の開催。

(3)相談会を通じて、ひきこもり者の悩みをお聞きし専門
機関につなげることができた。

(3)事業の継続と本人や家族が相談しやすい体制づくり
を検討して行く。

◇多様な出会いの場・交流の場づくり
(1)若者交流機会の創出
・ヤングパワーバンクによるイベントの開催、ギター
サークルの立上げ、新入社員歓迎会の開催を行
う。

(1)人口増施策として、若者が集える場を提供で
き、若者の交流・出会いの機会を増やすことがで
きた。

(1)事業を継続したい。

(2)出会いサポートの充実・強化
・いけだDIネットへ結婚推進事業の委託、北アルプス連
携自立圏での交流の場の確保、公民館事業の若者交
流事業委託の実施。

(2)婚活希望者が見合いを実施し、成婚につながった。
町単独や大北圏域での交流事業は、出会いの機会を
増すことで結婚につながる足がかりとなった。

(2)事業を継続したい

◇地域全体で子どもたちを見守り、育てる環境整
備
(1)地域子ども見守り体制の充実・強化
・電子メール等を活用した不審者情報の提供を行
うことができた。地域ボランティアによる見守り隊及
び青色パトロールによる児童生徒の安全確保、あ
いさつ運動の実施を行う。

(1)地域全体で子どもを見守る体制ができ、不審者
情報に対するメールでの即時性の情報提供がで
きた。

(1)不審者に対する電子メール情報提供及び地域
で見守る体制を引き続き継続していく。

(2)ふるさと教育の普及促進
・子ども学び支援塾の開催、放課後学習支援、新
任学校職員の研修を実施した。地域交流クラブの
発足。

(2)地域人材を活用することで、ふるさとの良さが
再発見されるとともに学びの心が醸成された。

(2)ふるさと教育の教材となる「池田ものがたり」を
活用して地域学習を深めていく。学校職員の町の
歴史を知る機会を今後も継続したい。地域の指導
者の確保に努めたい。



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-１　日本で最も美しいまちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 花とハーブで町を彩る修景促進

①町内の道沿いや各家庭での花･ハーブによる修景活動の促進
②四季折々に花とハーブで彩りや香りを楽しめるまちづくりの推進

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A花の里づくり推進委員会による地区推進活動・・①
B各戸一坪花づくり運動・・①
Cハーブの里づくり事業、ハーブ栽培面積の拡大・・②
D住民主体の推進委員会の設置（以上農政係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 1件
１件

（累計2件）

4 件
（年1件の新規

立ち上げ）
－

B 花やハーブの苗を1世帯あたり1,000円を上限に助成
を行った。
　助成券利用数1,510世帯。花の里づくり推進苗代
1,512千円

B 助成券の使いみちの規制は無く、家の中を飾る花鉢
代として使用など景観づくりへのきっかけ作りになって
いない。

B ばらまき的な方法を手上げ式に変更するため補助金
制度の確立
(H30年度変更 『花とハーブの里事業補助金』かかった
経費の3/4以内で個人1万円、5名以上のグループもし
くは企業3万円を限度に交付。 公共性の高い場所に1
坪以上もしくはプランダー10鉢以上、花を育てた場合
支給。)

D 花とハーブの里ブランド化推進委員会の開催
（以上農政係）

D 委員会開催1回、修景促進部会、ハーバルヘルス
ツーリズム推進部会開催4回。住民主体で推進する意
識付けが図られた。

D ハーブを薬効のため活用したいとの期待も多く、部会
でも検討していきたいため、部会構成の見直しが必要。

花とハーブによる新規の修景活動･事業の件数

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

A 地区推進活動の実施。
花の里づくり推進委員会活動交付金　360千円

A 30地区実施　池田町花いっぱいコンクールを開催、
町長賞受賞7件、議長賞受賞(個人賞)2名。美しい景観
づくりの啓発の一つとなった。

A H30年度も実施したが、表彰に値すると判断される該
当が無く、継続していくための方策を検討。

C② ハーブガーデンのリニューアル
　施設修繕料 3,859千円、看板設置工事 1,395千円

C② 花壇改修、芝張り、案内看板リニューアルなどを行
い、観光地のイメージアップとなった。

C① ハーブセンターハーブ園植栽
　賃借料 1,189千円、植栽提案委託料 1,080千円、
ハーブガーデン原材料 1,525千円

C① ハーブガーデンの植栽イベントには、4月100名、9
月70名が参加されるなど関心も集まり、ハーブガーデン
に親しみが湧くきっかけ作りとなった。

C 損傷もあり、維持に経費がかかっても観賞用として価
値が薄いガラス温室の今後のあり方の検討。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-１　日本で最も美しいまちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 美しい田園景観の保全とビューポイント整備

①池田町土地利用調整基本計画に基づく適切な土地利用コントロールによる美しい田園景観の保全
②「信州ふるさとの見える（丘）」認定のクラフトパークなど良好なビューポイントの整備

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A土地利用計画の適切な運用（町づくり推進係）・・①
Bドローンビューポイントの整備
（ドローンで空撮したビューポイント映像を、来訪者のスマートフォンで閲覧）（観光係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ ０件 ０件 ０件 累計0 件 －
池田町の土地利用及び開発指導に関する条例に

反する開発事業

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ｂ ドローンビューポイント２箇所の整備
　（あづみ野池田クラフトパーク・大峰高原）
(観光係）

B 『晴れた日の情景を観ることができて良かった。』など
好意的なコメントが寄せられ、また、異なった季節の来
訪を促せるものと考えられる。

B 各箇所の季節ごとの撮影素材の蓄積が整っていな
い。
今後、保有管理するドローンを確保し素材の蓄積に努
める。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

Ａ 土地利用計画の見直し（H29.10.1）
(町づくり推進係)

Ａ　景観保持の観点から太陽光発電施設の設置基準
を厳格に定めたほか、会染西部地区の圃場整備事業
を見据えて産業創出候補区域を見直すなど、土地利用
制度運用上の課題解決を図った。

Ａ　土地利用計画の適正運用に努める。



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-１　日本で最も美しいまちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（３） 芸術･文化のふるさとづくり

①陶芸やてるてる坊主など池田町の多彩な芸術･文化的な要素の活用

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Aホームページ等によるリアルタイムの情報発信・・①
B地酒と酒器を親しむ催しの開催（以上観光係）・・①



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 2件 4件
0件

（累計6件）

4 件
（年1件の新規

取り組み）
Ａ

Ａ　ホームページ等によるリアルタイムの情報発信。
観光協会ＨＰ、観光情報ブログ及びフェイスブックなど、
ＳＮＳを活用した情報発信に努めた。
観光客の回遊性の向上を目的に、案内所などでパンフ
等の補充・掲出方法の工夫を実践した。

A 観光シーズンには画像を添付した情報を毎日更新
し、問い合わせ件数が増加し、メディアからの取材依頼
も多かった。
案内所のパンフ類においても欠品することなく補充し、
持ち帰り数が増加した。
マイカー旅行者に向け、ＳＡで滞在期間中に観光でき
る情報発信をしたことにより、その情報誌を片手に来訪
される方が多く見られた。

A  インバウンド施策として、地域へ来訪する旅行者が
多く宿泊する、松本市内、穂高・大町温泉郷、白馬村の
宿泊施設へ情報誌の配布・掲出の件数を増やす。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

芸術･文化のふるさとづくりの新規イベント等の取り
組み件数

B 「信州池田町地酒で乾杯 酒蔵めぐり」開催
２日間、酒蔵2会場をメインとして、あづみ野池田クラフト
パーク・道の駅池田等をサテライト会場に町内を巡るイ
ベントとして開催。（以上観光係）

B 初日は荒天にもかかわらず、２日間延べ3,500名の来
場者を動員し、イベント開催による集客と池田町の認知
度向上につなげた。

B ①各会場の来場者収容能力及び酒蔵の魅力の発
信。
②梅雨の季節の実施で悪天候による来館者の減も懸
念されたため開催日の設定。
③数か所移動するイベントで、アクセスがスムーズでは
無かったので、再構築が必要。
④酒蔵、道の駅のイベントに対する来館者の満足度が
十分では無かったので、各々特色を活かした内容に変
更。
(H30年度は梅雨を避け5月に開催、アクセス、イベント
内容も改善され、来場者が増え、満足度も高まった。）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-２　健康でアクティブなまちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 健康づくりの全町的な意識啓発

①池田町の自然環境や食と健康との科学的な関連性の追究（あづみ病院や大学などとの連携）
②各種健康セミナーの開催

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A食育計画実践・・①
B各種健康セミナーの開催（以上健康増進係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 1件 1件
１件

（累計3件）

4 件
（年1件の新規

立ち上げ）
－

A 食育計画実践 A 元気づくり支援金を活用　　事業費　884千円
・食育講演会と食育劇を公民館と共催で開催
・料理教室を４回開催（ふるさとの味料理教室２回、親
子の料理教室２回）
・食育リーフレットと食育レシピ集を全戸に配布。

A 年次計画に沿って事業を実施する

B② はつらつ健康スタンプ事業
　参加者　４１７名　　事業費　815千円

B② 健康づくりに参加する人を増やすため、地区の健
康教室や広報等で啓発する

B 各種健康セミナーの開催
（以上健康増進係）

B① 脳血管疾患を予防するために講演会の開催
「脳卒中と認知症を予防し健康寿命を延ばすために」
講師：市立大町総合病院　青木俊樹医師
参加人数：１２５名　　事業費　50千円

B①健康課題解決のための啓発として引き続き実施す
る

健康をテーマにした各種講習･講座の新規立ち上
げ件数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B③ はたちの歯科健診事業
　参加者１１名（利用率14.1％）　事業費　55千円

B③ 利用できる期間をのばす（４月から利用可能に）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-２　健康でアクティブなまちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 薬香ハーブの普及促進

①ハーブの薬香（薬効やアロマ的な効果）の知識や利用方法がわかるガイドブックの作成及び各家庭への周知
②専門家によるハーブ関連講座の開催、ハーブの薬香を体験･体感できる場の創出

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Aハーブの薬効に関するガイドブック作成・・①
Bハーブセンターハーブ園を核とした事業展開の検討・実施（以上花とハーブの里推進係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 0件 0件 1 件以上 －

A ハーブの薬効や「花とハーブの里」づくりを担う町民
活動を紹介したガイドブックの作製

A 平成31年度作成に向け、町広報誌へハーブの紹介
コラムを掲載した

A 平成31年度、過去２年間の広報記事をベースとし、
町民が主役の池田町版ガイドブックの作製を行う

ハーブの薬香に関するガイドブック等、周知資料
の作成

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B「IKEDA Herb Lesson」開催の中で、ハーブセンター
ハーブガーデンを活用した。
（以上花とハーブの里推進係）

B  施設を活用した事業展開が図れた。 B 施設の活用も含め、生活の中にハーブを取り入れる
などさらなるハーブの普及促進を行う。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-２　健康でアクティブなまちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（３） 健康的レクリエーションの普及促進

①ウォーキングやサイクリング等の健康レクを楽しめる安全で快適なコースの整備
②ウォーキング、サイクリング等の健康レク関連のイベント開催、観光プログラム開発などヘルスツーリズムの展開

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Aウォーキング・サイクリングコースの整備・・①
Bフォトロゲイベント開催に向けた研究・検討（以上観光係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 0件 １件
0件

（累計1件）

2 件
(ウォーキング、サ
イクリング各1件)

－

Ａ① ウオーキングイベントでも利用可能なコースを整備 Ａ① 山間のコースは通年の除草など整備が必要とな
り、整備の計画化が必要となる。

ウォーキング、サイクリング等の新規イベントの立
ち上げ件数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ｂ フォトロゲイベント開催に向けた研究・検討
　　日本オリエンテーリング協会よりレクチャーを受け、
当町の特色を活かした実施内容を地域おこし協力隊と
共に検討。
（以上観光係）

Ｂ 花とハーブの里をテーマとして開催内容を設定 B 日本オリエンテーリング協会よりレクチャーを受け、Ｈ
30年度北アルプス展望ウオークへ取り入れ、本格的
フォトロゲイベントを開催予定。（H30年度はイベントを
開催、参加者も町内外から多く、関心を集めた。地域お
こし協力隊への負担が多く、開催側の体制変更が必
要。また、イベントのポイント地に看板を設置した。）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　・サイクリングコースの整備
　　池田町マウンテンバイククラブとの連携協力により、
現状利用可能コースは６コースとなった。

　・企業等による営利目的で開設したものでないマウン
テンバイクコースの設営は全国的にも珍しく、多方面よ
り注目され、オリンピック候補選手のトレ ーニングコース
として利用されたり、自転車メーカ ーからのＷｅｂ記事の
取材を受けるまでになっている。

　 ・マウンテンバイクコースは、町外からの注目度に比
べ町内の普及が伴わず、底辺拡大を目的に、平坦部に
ビギナー・未成年を対象としたコースを 新設していく。
（H30年度は、サイクリングコースとして高瀬川河川敷内
の一部を整備。中学生がクラブ活動として使うなど、サ
イクリングへの関心を高め、利用者を増やすきっかけ作
りとなっている。）

Ａ① ウオーキングコースの整備　１コース
　　陸郷山桜トレッキングコースの危険個所の回避を伴
う整備を池田町ガイドマスター会と共に実施。



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-３　のんびり・ゆったり滞在を満喫できる観光まちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 滞在･交流の拠点づくりと機能強化

①クラフトパーク周辺一帯のリニューアル･機能拡充（滞在･交流の拠点整備）
②古民家を利用したゲストハウスや農家民宿、農家レストラン･カフェ等の開設促進・支援

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
Aクラフトパーク振興計画の策定及び実施（クラフトパーク係）・・①
B農家民泊の推進（観光係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

約45,000人
(H25年)

約45,000人 42,994人
48,953人
（1-12月）

56,000人 －

－ 1件 1件
0件

（累計2件）
3 件以上 －

約1,200人
(H25年)

1,218人 1,954人
1,710人

（1-12月）
3,000 人 －

池田町立美術館･あづみ野池田クラフトパークの
利用者延数

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

Ｂ 農家民泊の推進　新規事業者 ０件
（観光係）

B 学習旅行等１００名を超える団体受入は、当町にはそ
ぐわないと判断する。
　宿泊を伴うハウスワイナリー新設も視野に入れながら、
集落単位での推進から個別推進に切り替え、新規開設
件数の増加を目指す。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

A 実績なし
（クラフトパーク係）

A 30年度に町民アンケートを実施し、それらを参考にク
ラフトパーク振興計画を策定予定。民間による創造館
への展望風呂設置計画とも調整を取りながら進めた
い。

農家民宿の新規開設件数

観光地利用者の延宿泊客数



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-３　のんびり・ゆったり滞在を満喫できる観光まちづくりの推進

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 多面的な来訪促進策の展開

①首都圏等における来訪促進のための情報発信
②誰でも無料で利用できる公衆無線LAN（Wi-Fi）の設置など地域の魅力発信インフラの整備

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A高速道ＳＡでのリーフレットスタンドの設置・・①
B外国人旅行者誘致事業（安曇野市・松川村との連携事業）（H28-32)
・外個人向け観光パンフレット作成（Ａ、Ｂ観光係）・・①
C公衆無線LAN（Wi-Fi）の設置（クラフトパーク、役場、交流センター等）（町づくり推進係）・・②
D民間によるWi-Fiターミナル設置の推進（観光係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

1,000件
(H26年)

1,861件 2,100件
2,700件

（1-12月）
3,000 件 －

1箇所 0件 0件
3箇所

（累計3箇所）
3 箇所以上 Ａ

Ａ 高速道路ＳＡでのリーフレットスタンドの設置
　　４－１１月期７カ月864部／月配布

Ａ 従前の旅行会社に加え個人旅行者も対象とし、積極
的に情報発信に取り組んだことから、バス旅行の停滞
期から持ち直し、年間誘客数は安定的に40万人台を維
持出来た。

Ａ 春秋期のバス旅行も増加傾向にあることから、旅行
会社との商談も重ねつつ、飲食・購買が自由で伸びが
期待出来る、個人旅行者の誘客を積極的に行う。

Ｄ　全町、エリアバランスを考慮しながら、引き続き設置
を推進する。
　またインバウンドアプリの導入など、違う方法で観光客
の誘導を促す方法を検討。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

C 役場庁舎、創造館、美術館に公衆ＷｉＦｉを設置した｡
初期費用178千円 (町づくり推進係)

Ｃ ３施設で公衆ＷｉＦｉが利用可能になり、利便性が高
まった。(ハーブセンターでも指定管理者が設置し、利
用可能)

Ｃ 利用可能なことをよく周知する必要がある。

B 外国人旅行者向けにパンフレットを作成した。
（英語及び中国語2種類）
　配布先：松本市・安曇野市・大町市・白馬村の宿泊及
び観光施設他（Ａ、Ｂ観光係）

Ｂ 外国人旅行者が多く訪れている観光施設、宿泊施設
を中心に配布。年度中に欠品となる事例もあった。

Ｂ受け入れ態勢の強化のため、飲食店・小売店・体験
施設などの環境整備を進める。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

観光協会への問い合わせ件数

町内主要観光施設等におけるWi-Fi の設置箇所
数

Ｄ 個人事業所へWi-Fiターミナル設置の確認及び推
進。
　（飲食店、体験施設、宿泊施設、コンビニエンススト
ア）
　　(観光係）

Ｄ　飲食店を中心に推進活動
　　（既に設置済の事業所有）



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-４　広域的な連携強化と相互の地域活性化

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（1） 新たな広域連携による地域力の向上と経済･生活圏の形成

①大北圏域独自の新たな広域連携の枠組み（「北アルプス連携自立圏」）の構築
②若者交流・結婚･子育て支援、移住交流、観光、医療、人材育成など各分野の事業での連携

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A北アルプス連携自立圏事業の推進（町づくり推進係、関係各課）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ 実績なし 4分野 ８分野
8 分野（大北地
域市町村間の

共通目標）
Ａ

「移住交流」
移住相談窓口連携事業（6,490千円　池田町200千円
負担）、移住セミナー開催事業（3,783千円　池田町135
千円負担）、魅力体験ツアー開催事業（807千円　池田
町負担なし）を実施し、移住相談・参加件数1,248件、
移住者数176件

「移住交流」
・首都圏に圏域全体の移住相談を受け付ける窓口の設
置等を検討
・引き続き合同でセミナーへ参加し、圏域の魅力を効率
的に伝えるとともに、移住希望者のニーズに幅広く対応
・地域間競争激化による参加者の確保が難しいため、
ツアーの開催予定を共有して移住希望者へ幅広く周知
を図る。

A　大北市町村と連携し、「若者交流・結婚支援」「移住
交流」「広域観光」「就労支援」「福祉」「医療・保健」「圏
域マネジメント能力の強化」「公共施設の利用促進」の８
分野１7事業を実施した。

A 事業毎の成果は以下の通り。

「若者交流・結婚支援」　若者交流イベント開催事業
（3,823千円　池田町225千円負担）
・市町村の若者交流イベントは延べ26回開催、圏域内
外から724人が参加

A 「若者交流・結婚支援」　若者交流イベント開催事業
・引き続きさまざまな出会いの場を圏域全体で提供して
若者同士の交流の機会を増やす。

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

新たな広域連携で取り組む事業分野

「福祉」　消費生活センター運営事業（4,700千円　池田
町799千円負担）
・平成28年度から大町市消費生活センターにおいて圏
域全体の相談を実施
・相談件数207件（通信販売、電話勧誘、訪問販売等）

「福祉」　消費生活センター運営事業
・各市町村、県中信消費生活センター等と連携しなが
ら、引き続き圏域住民して消費生活相談に対応
・広報誌、CATVなどによる啓発活動を強化するととも
に、希望する自治会等への出前講座を実施

重要業績評価指標（ＫＰＩ）



基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

■施策の柱Ⅳ-４　広域的な連携強化と相互の地域活性化

施策名

主な
事業概要

【29年度事業評価・検証】

（2） 多様な連携の枠組みによる相互の地域活性化

①「日本で最も美しい村」連合加盟自治体等との連携
②姉妹都市提携の締結促進

【アクションプラン】※①、②・・は、上記事業概要の番号
A横浜市磯子区岡村西部連合自治会との交流（少年少女交流等）・・①
B多様な枠組みによる他自治体との連携検討・・①
C姉妹都市提携に向けた情報収集・検討（以上町づくり推進係）・・②



基準値 H27年 H28年 実績（H29年）
数値目標
（H31年）

判定

－ １件 １件 １件 年1 件以上 Ａ大北圏域以外の都市･自治体との交流事業

事業実績
（アクションプラン毎の実績・事業実績額）

※実績額は算出出来るもの

成果
（左記による取り組みの成果）

課題・今後の取組
（左記による取り組みの課題、今後の方向性）

B、Ｃ 他市町村と災害協定を結ぶなど、まず防災の面
で連携を検討。それに合わせ他分野での交流、連携を
検討していく。
（以上町づくり推進係）

B、Ｃ　防災面で連携により、特に避難者への支援が強
化される。

B、Ｃ　災害関係含め、総合的に検討していく。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

Ａ　少年少女交流事業委託料　398,452円 Ａ　７月29日～31日少年少女交流で当町の小学生30
名が横浜市を訪ね、岡村西部連合自治会の小中学生
31名と交流し、親交を深めた。

Ａ　平成30年には友好親善交流提携25周年を迎える。
今後も継続する。民間の交流を中心になって進めてい
る方の高齢化・固定化が課題である。



◇１　日本で最も美しいまちづくりの推進

◇２　健康でアクティブなまちづくりの推進

◇３　のんびり・ゆったり滞在を満喫できる観光まちづくりの推進

◇４　広域的な連携強化と相互の地域活性化

◇日本で最も美しいまちづくりの推進

【29年度事業評価・検証】

基本目標Ⅳ 　観光まちづくりの推進と広域連携の深化

事業実績 成果 課題・今後の取組

「花の里づくり推進委員会」において事業推

進について検討した。

「花一坪運動」、ハーブガーデンリニューア

ル及び町民による植栽イベントを実施。

　修景活動が進むと共に、町全体の景観を美

しくする取り組みについて意識の定着を進め

る一歩となった。

　修景活動については、引き続き町民と共に

進めていく。

　各家庭における活動への補助は、方法を改

善する方向で進めていく。

　ハーブ園ガラス温室が有効活用されておら

ず課題となっており、リニューアルについて

検討を行う。

（1）花とハーブで彩る修景促進



　土地利用計画を見直しを行った。

　ドローンビューポイントの整備を行った。

　景観保持の観点から太陽光発電施設の設置

基準を明確化すると共に産業創出候補区域の

見直しを実施した。

　ドローンビューポイントについては、観光

地の写真撮影をして公表したい観光客のニー

ズに、美しい風景を提供することが可能と

なった。

　土地利用計画については継続して適正な運

用に努める。

　ビューポイントについては、季節ごとの素

材収集に努める。

　観光協会HP、観光情報ブログ、フェイス

ブック等により最新の情報発信を進めた。

　パンフレット配布方法を工夫し、他の観光

地訪問者の当町への誘導に努めた。

　地酒と酒器に親しむ新規イベントとして

「酒蔵巡り」を実施した。

　HPの更新及び印刷物により多くの観光客に

来訪していただいた。

　「酒蔵めぐり」イベントは初回であったが

多くの集客ができ、地酒をＰＲ出来た。

　情報更新については継続し、インバウンド

向けの情報提供にも力を入れる。

　「酒蔵めぐり」イベントについても継続実

施を図る。アクセスの方法について工夫す

る。

（3）芸術・文化のふるさとづくり

（2）美しい田園景観の保全とビューポイント整備



　食育計画に基づき、関係機関と連携して各

種事業を実施した。

　人気の高い「はつらつ健康スタンプ事業」

は引き続き実施した。

　食育に関する講演会、食育リーフレット、

食育レシピ集全戸に配布により、食に関する

大切さの啓発が出来、意識改革が進みつつあ

る。

　「はつらつ健康スタンプ事業」には多くの

町民の参加を得、引き続き健康への意識の高

まりを促すことが出来ている。

　各種健康セミナーなどを継続実施し、町民

に「健康長寿」の意識を植え付けるよう努め

る。

◇健康でアクティブなまちづくりの推進

（1）健康づくりの全町的な意識啓発

（2）薬香ハーブの普及促進

（3）健康的なレクリエーションの普及促進

　ハーブの薬効を町民に情報提供し、各種講

座を実施。

　特にシリーズ化した町広報での「ハーブコ

ラム」欄は好評で、町民にハーブへの健康増

進の面で注目を高めることとなった。

　広報掲載を纏めた池田町版ハーブガイド

ブックを作成し、更に啓蒙を図る。

　各種講座は継続実施。

　ウォーキングコース、サイクリングコース

整備は、共に民間団体の協力を得て実施。

　フォトロゲイベントを地域おこし協力隊を

中心に有識者等から助言をいただき検討。

　ウォーキングなどのコース整備は、参加者

の利用好感度が増した。

　フォトロゲイベントについては、内外から

多くの参加者があり、町の景観の良さを活用

したスポーツイベントとして注目を集めた。

　コース整備、フォトロゲイベントは継続し

て実施を予定。多くの来訪者を促すと共に、

スポーツへの関心を高めるよう努める。



（2）多面的な来訪促進策の展開

　クラフトパーク振興計画の策定に至らな

かった。

　農家民泊についても新規事業者は無かっ

た。

　実績なし 　町民アンケートを実施し、クラフトパーク

振興計画策定を行う。

　農家民泊の推進については、学習旅行が受

入出来る規模は困難なため、小規模受入対応

に向けて説明相談を行う。

　観光客誘客に向けてインバウンド向け外国

語版パンフレット制作配布を行った。

　公衆Ｗi-FIを設置。

　パンフレット等の情報提供により他観光地

からの誘客数を維持。

　Ｗｉ-Ｆiの設置により観光客へのサービス

向上が図られた。

　町飲食店など受け入れ体制を整えると共

に、エージェントに委託した事業展開など、

観光客の増に繋げる。

　民間施設へのＷｉ-Ｆi設置の推進を行う。

◇のんびり・ゆったり滞在を満喫できる観光まちづくり

（1）滞在・交流の拠点づくりと機能強化



◇広域的な連携強化と相互の地域活性化

（1）新たな広域連携による地域力の向上と経済・生活圏の形成

　横浜磯子区岡村西部連合自治会との「少年

少女交流」を実施。

　引き続き、交流により良い体験を積むこと

が出来た。

　現在の交流は継続実施。次年度は交流25周

年となるため記念式典を行い、改めて歴史を

振り返り結びつきを強める。

　他市町村等との交流については、多方面か

らの情報収集、検討に努める。

　大町市を核とした連携自立圏により、8分野

17事業を実施。

　大北地域の市町村が連携することにより事

業費コスト削減と参加者数の増等事業規模拡

大が図られた。

　各種事業を継続する。

（2）多様な連携の枠組みによる相互の地域活性化


