
地方創生関係交付金事業の推進状況(平成29年度実施事業)

Ⅰ．地方創生関係交付金事業の検証について

 1.地方創生関係交付金の概要

　各自治体が地方創生を推進するにあたり、地域を活性化させるための自主的・主体的で且つ先進的
な取り組みに対する交付金。
　次のような交付金が次々に創設されている。

   

 2.交付金事業の重要業績評価指標(KPI)の検証について

　 事業の推進状況を測るために重要業績評価指標(KPI)を設定し、外部有識者を含む検証機関におい
て達成度を検証することとされている。
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    ■地方創生拠点整備交付金（平成28年度交付決定　平成29年度事業実施）

事　業　名 事業費（円） うち交付金(円)

1 まちなかの賑わい拠点整備事業 93,437,901 46,643,504

    ■地方創生推進交付金

事　業　名 事業費（円） うち交付金(円)

1
安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）農産物／
特産品輸出と外国人旅行者誘致事業
（5年事業2年目）

5,538,950 2,769,475

98,976,851 49,412,979

 【平成29年度実施　地方創生関係交付金事業一覧】
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  Ⅱ．事業別調書

 １．事業別調書の見方

  達成率が90％以上である

        ①基本目標・施策の柱
                 「あづみ野池田総合戦略」の基本目標とその柱番号を記載。

 　   ②事業費
             　交付金充当分の事業費総額

        ③重要業績評価指標（KPI）の状況
                 重要業績評価指標（KPI）に対する達成率と達成根拠をKPIごとに記載。
                 ・重要業績評価指標（KPI）：事業の推進状況を測る値
                 ・達成状況：KPIの達成割合
                 ・判定：全てのKPIの達成状況を次の基準により判定し、達成率がＣ・Ｄの場合
                                   にはその理由も記載

  達成率が50％以上90％未満である

  達成率が50％未満である（Ｄを除く）

  実績なし

 ２．重要業績評価指標（KPI）の達成状況

KPI数（件） 判定

      2事業の重要業績評価指標３件のうち、Ａ判定（達成率90％以上）は２件となった。
　 （残り1事業は、平成30年9月頃実績値確定予定）

１ Ａ

２ Ｂ

基本目標

3

合計 合計

３ Ｃ

４ Ｄ

3



     事業名

基本目標

事業目的

事業費（円） 93,437,901 円

事業内容

事業実績

達成状況
(％)

判定

1 － －

2 － －

3 － －

コワーキングスペース及びレンタル
オフィス利用による起業件数

まちなかの空き家・空き店舗の活用
軒数

まちなかの賑わい拠点整備事業（単年度事業） 担当課 産業振興課　商工係

Ⅱ　「住みよい町」としての魅力の醸成 施策の柱 Ⅱ－１

※以下３件の指標について、右記表のように設けられているが、平成29年度は設定値なし。

　中心市街地（まちなか）の中心部にある施設を建て替え、レンタルオフィス・商品活用スペースなど
を活用した創業及び特産品開発を支援し、定期市開催による物流活性化を図り、雇用を生み産業
活性化を促す。
　施設を中心に人と人が交流し、賑わいを生み、まちなか活性化を図る。

①既存建物解体工事
②まちなかの賑わい拠点　新築工事
③コワーキングスペース・レンタルオフィス利用促進事業
④集いカフェ・地域活動スペース利用促進事業
⑤商品開発促進事業
⑥シェアキッチン利用促進事業
⑦施設魅力発信事業
⑧まちなか賑わい創出事業

重要業績評
価指標

（KPI）の状況

重要業績評価指標（KPI） 算定根拠

拠点施設での販売消費額

①既存建物解体工事
　既存空き店舗を解体した。
②まちなかの賑わい拠点　新築工事
　鉄骨造　2階建て（一部木造1階建て）
　延床面積 611.64㎡の施設を建設した。
③コワーキングスペース・レンタルオフィス利用促進事業
　利用者が起業のための準備、ビジネスに活用できるよう、机椅子、パソコン等を整備した。
④集いカフェ・地域活動スペース利用促進事業
　来館者が気軽に来館し、自由にお茶が飲めるよう、給茶器を用意した。
　地域活動が行えるよう、机椅子、プロジェクターなどを整備した。
⑤商品開発促進事業
　起業及び地域資源を活用した産業の創出を促すよう、開発スペース、保存用冷蔵庫などを整備
　した。
⑥シェアキッチン利用促進事業
　飲食を提供できるよう、オーブンレンジ、食器什器などを整備した。
⑦施設魅力発信事業
　施設の利活用を促す告知を行い、施設の魅力発信と利活用を図った。
⑧まちなか賑わい創出事業
　イベントなどを実施するためのテント、音響設備を整備した。

本館棟 外観 施設内部（ｼｪｱｷｯﾁﾝ・ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ）



◇地域再生計画※における事業開始（平成29年2月）から5年間の重要業績評価指標（ＫＰＩ）

※　地域再生計画・・地域経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するため
　　の計画。地方創生に関する事業はこの計画が国より認定されることにより交付金を受けられる。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

1
拠点施設での販売消費
額（千円）

0 0 1,000 1,000 1,000 3,000

2
コワーキングスペース及
びレンタルオフィス利用
による起業件数（件） 0 0 1 1 1 3

3
まちなかの空き家・空き
店舗の活用軒数（軒）

0 0 1 1 2 4

ＫＰＩ増加分
の累計

重要業績評価指標（KPI）



     事業名

基本目標

事業目的

事業費
（円）

5,538,950

事業内容

事業実績

Ⅰ池田町海外販路等推進協議会実施事業
　(1)農産物／特産品輸出方法調査
　　以下のとおり調査結果と提案を受けた。
　　米・・他国から安い米が入る上、日本産の中でも知名度は低く競争は厳しい。米を輸出する場合の
　　　品目「風さやか」（長野県推奨米）と米加工品（米粉麺など）の展開を提案された。
　　日本酒・・他地域からの輸出も多く、競争は激しい。
　　ワイン・・日本製の認知度は低く難しい。
　　ハーブ製品・・桑茶は試飲会で青汁として勧めると感心が高まった。
　(2)農産物／特産品海外販売プロモーション
　　①アジア地域における販路開拓
　　　輸出対象国はマレーシアが良いと提案を受けた。
　　　同国で、取引先の事業者やバイヤーとの折衝、販売イベント等への参加を通じての輸出を図った。
　　　アンケートによる市場把握を行った。
　　　輸出量が少ない当町が、日本の他地域や他国の商品と競争することは難しいので、店舗で販売
　　　するのではなく、レストランと取引をし、メニューに使用してもらった方が良いと提案を受け、
　　　レストランでの試食イベントを開催した。
　　　　またその様子をＳＮＳにより情報発信をした所、情報系サイトに取り上げられるなど感心が
　　　高まった。
　　②日本酒輸出
　　　安曇野市、松川村、池田町にある３軒の酒蔵共同で、海外及び外国人旅行客向けに日本酒
　　　ラベル、パンフレット、法被等を作成した。
　　　酒蔵が海外フェアに参加することを補助金交付により支援し、輸出の足がかりとした。
Ⅱ外国人観光客誘致事業
　観光外国語パンフレットを近隣市町村の宿泊施設、観光地に置き、観光客を誘致するために作成し
た。
　（内訳：英語1万部、中国語繁体字3千部、同簡体字2千部計1万5千部）

Ⅰ池田町海外販路等推進協議会実施事業
　(1)農産物／特産品輸出方法調査
　　 町農産物等の現状把握
　(2)農産物／特産品海外販売プロモーション
　　①アジア地域における販路開拓
　　　取引先との折衝及び事業展開
　　　海外客誘致等による販路拡大
　　②日本酒輸出
　　　安曇野日本酒ラベル、パンフレット、法被等作成
　　　補助金交付による、酒蔵海外フェア参加費補助
Ⅱ外国人観光客誘致事業
　観光外国語パンフレット作成業務委託

　安曇野市、松川村、池田町が連携して“安曇野地域”としてのブランド力を高め、農産物輸出及び外国
人旅行客誘致を促進し、雇用の創出、拡大を図る。
　輸出と旅行客誘致は、輸出品の購入者が安曇野に興味を持ち旅行者として訪れ、また品物を購入して
帰国し、安曇野の情報が広がるよう、相乗効果を狙う。

安曇野地域（安曇野市・池田町・松川村）農産物／特産品
輸出と外国人旅行者誘致事業（5年事業2年目）

担当課 産業振興課　農政係

Ⅰ　「ふるさと産業」の育成・継承・創出 施策の柱 Ⅰ－１

円（池田町分事業費）



達成状況
(％)

判定

1 100% Ａ

2 100% Ａ

3 － Ａ

※　リーサス　内閣府のまち・ひと・しごと創生本部が運用している、産業構造や人口動態、人の流れなどに関
する官民のデータを集約し、状況を分かりやすく図式化したシステム。 地域経済分析システムともいう。

重要業績評
価指標

（KPI）の状況

重要業績評価指標（KPI） 算定根拠

安曇野地域（安曇野市・池田町・松
川村）の外国人宿泊者数　9,060人

21,564人
(長野県外国人延宿泊者数

調査）

池田町実績　300人

安曇野地域（安曇野市・池田町・松
川村）の農産物/特産品の新規海
外販路開拓数（H29年度は設定値
なし）

1件
（安曇野市：わさび輸

出）

48,870人
[出典：リーサス※　観光

マップ　外国人滞在分析]
池田町独自調査による町
内への旅行者数500人

海外プロモーションの成果による安
曇野地域（安曇野市・池田町・松川
村）の外国人旅行者数　36,903人

マレーシアにおけ
る日本酒試飲会

海外販路開拓業務実施報告書より

マレーシアにおける日本食イベント

観光外国語パンフレット

安曇野市・松川村と連携による日本酒輸出
取り組み記者会見 新聞記事
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池田町総合戦略審議会 要旨録 

 

と き ： 平成 30年 8月 9日(木)9：30～ 

ところ ： 池田町役場 大会議室 

出席者 

【委員】 

益山代利子 会長 髙山明男 副会長  赤田弥寿文 委員 栗林克行 委員 内山美恵 委員 

柳沢 剛 委員 小澤裕子 委員 小林武広 委員 佐藤治幸 委員 百瀬 晃 委員 

水久保節 委員 岩岡 實 委員 田中しのぶ 委員   

◆欠席 茅野雅彦 委員 横川一登 委員 塩月寿志 委員  

【池田町】 

町長    甕 聖章 教育長      平林康男 総務課長    藤澤宜治 住民課長 矢口  衛 

健康福祉課長塩川利夫 産業振興課長 宮﨑鉄雄 建設水道課長 丸山善久 会計課長 丸山光一 

教育保育課長中山彰博 生涯学習課長 倉科昭二 議会事務局長 大蔦奈美子 総務係長  宮澤  達 

（事務局） 

企画政策課長 小田切 隆、課長補佐 塩川 亜弥子 町づくり推進係長 寺島 靖城 

町づくり推進係 齋藤 陽一 

傍聴者 1名 

（進行：小田切企画政策課長） 

１ 開  会 （髙山副会長） 

◇ 小田切企画政策課長より、あづみ野池田総合戦略を来年度から開始する池田町第 6 次総合

計画に統合したいと説明。審議会も次年度から総合計画と総合戦略を一本化する旨併せて

説明。 

２ あいさつ （益山会長、町長） 

◇ 小田切企画政策課長より、総合計画審議会会長が傍聴する旨承認を求める発言。 

→承認 

３ 委員の委嘱 

４ 自己紹介 

 

５ 協議事項 （進行：益山会長） 

(1) 平成 29年度地方創生交付金事業の評価検証（4～10ページ） 

（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

田中しのぶ委員  総合戦略審議会で地方創生の取り組みについて検討していること及びそ

の内容について、住民によく伝わっていないのではないか。住民にもっと周

知して欲しい。 

塩川課長補佐  審議内容の公表については、町議会に報告した後ホームページに公開して

いるが、広報の仕方について工夫し、周知に努めたい。 
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水久保節委員  外国人宿泊者数 300人とあるが、町内に宿泊施設は少ないと思うがどのよ

うな形態で宿泊しているのか。宿泊数は予想より多いく、更に増やせると思

う。 

 また、安曇野市を中心に宿泊者数が伸びており、通過型ではなく滞在型観

光を増やす取り組みの成果が表れていると思う。町ではその流れをどのよう

なプロモーションにより取り込もうとしているか。宿泊を伴う観光客を増や

すため、どのような取り組みをしていくのか。 

宮﨑産業振興課長  水久保委員の意見の通り、町は宿泊施設が少ない。宿泊者は町の南部南台

団地にあるゲストハウスでの宿泊が主である。 

 また外国人観光客誘客の取り組みについては、昨年度パンフレットを作成

したばかりでまだ不十分である。観光地の表示を整備し、町内の事業者と受

け入れ体制を作り、安曇野市、松川村と連携して誘客、特に宿泊者数を増や

すよう取り組んでいきたい。 

水久保節委員 宿泊先はゲストハウスだけか。 

宮﨑産業振興課長  ゲストハウスが主だが、広津の八寿惠荘への宿泊もある。 

外国人観光客はウォーキングイベント参加に合わせての宿泊や、陸郷の山

桜見学のバスツアーへの参加もあった。 

益山会長 外国人観光客受け入れに関しては、受入の拠点が無いと増加も難しいの

で、現在 2軒であるとのことだが、宿泊施設増加への協力体制を町が取れる

可能性もある。 

観光協会では、プロモーションに関して補足することはあるか。 

内山美恵委員  外国人宿泊先は宮﨑課長から話しがあったように、ゲストハウスが主で、

八寿惠荘へは数名である。 

 受け入れ体制はまだ不十分で、どのように案内するかという準備も出来て

いないので、これから進めていきたい。 

田中しのぶ委員  外国人観光客受け入れに関しては、業者だけではなく町民も意識改革が必

要である。多くの観光客から来てもらうよう、町民が意識を高めていかなけ

ればいけない。 

益山代利子会長  受け入れ側である住民一人ひとりのもてなす気持ちが醸成され、多くの観

光客に来ていただこうとの意識を高めるようなサポートが、出来れば良いと

思う。 

 

(2) 町総合計画への町総合戦略統合について（11～18ページ） 

（説明：塩川補佐） 

発言者 発言内容 

益山代利子会長  事務局の説明の内容を改めて確認すると、総合戦略を総合計画に統合する

にあたり、ＫＰＩもそのまま継承する。目標値はより実現可能な値に精査し

て変えていく。 

 また特に人口増対策として期待される移住定住施策について、事業の成果

が数値に表れているので、戦略の一例として紹介された。 

 質問、意見はあるか。 
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田中しのぶ委員  第 6次総合計画策定にあたり委員を公募した際、他の審議会委員となって

いれば遠慮されたいとのことであったが、実際委員を兼ねている方が多くど

ういうことか。 

また移住定住施策の平成 29 年度事業検証では、移住体験ライトツアー参

加者の内 2組が町に住宅を新築とあるが、どのような年齢の方か。 

小田切企画政策課

長 

総合計画審議会委員の構成は条例により規定されており、民間諸団体等の

代表者、識見を有する者及び公募による委員である。総合戦略審議会と兼ね

ている委員は団体等の代表者などである。 

公募委員は広く多くの住民の意見をいただきたいため、他の審議会委員の

公募による委員となっている方は遠慮いただいたものである。 

また冒頭でも説明した通り、来年度以降は審議会も総合計画と総合戦略を

一本化する予定なので、そこへ今の総合戦略審議会委員からも数名加わって

いただきたいと思う。 

2点目の質問に関しては、定年退職された方などである。 

田中しのぶ委員  移住された方は高齢ということか。 

小田切企画政策課

長 

 その通りである。 

益山代利子会長  移住定住相談件数 77 組中 6 組が実際移住に至ったというのは非常に高い

数値であると思うが、出身は県外からか。 

小田切企画政策課

長 

 ほとんどが東京、名古屋など県外で、残りは近隣市町村、町内からの転居

が 1件あった。 

益山代利子会長  そうすると、県外特に首都圏でのプロモーションは今後どのように行って

いく計画か聞きたい。 

小田切企画政策課

長 

 県で行っている移住定住の取り組み「楽園信州」と合同による東京・大阪・

名古屋など首都圏でのプロモーションに今後も積極的に参加していきたい。 

益山代利子会長  今後も池田町という名前が広く浸透していくような活動を期待したい。 

 他に質問意見はいかがか。 

赤田弥寿文 委員  施策「移住定住促進サポートの展開」のＫＰＩとして設けられている「池

田町のホームページの閲覧件数」の平成 29 年度の実績が目標を上回ってい

るのに判定がついていないのは何故か。 

塩川課長補佐  目標は最終年度の平成 32 年度時点で設けられているので、判定はついて

いない。 

赤田弥寿文 委員  「移住者向けの情報発信ツールの作成」には判定がついているが、整合性

が無いように思うが何故か。 

塩川課長補佐  只今の項目は目標を達成し今後も減ることがないので判定がついている

が、先の質問があった項目は目標年度での実績が下がる場合もあるので、判

定はついていない。 
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赤田弥寿文 委員  田中委員より問われた移住定住に関する 2項目の実績は、強調するために

資料の言葉にも色付きで書かれていると思うが、ＰＤＣＡの推進（施策への

取組結果を検証し、更に良い取り組みへつなげる）をするためには、移住さ

れてきた方が何故池田町を選んだのか、出身は県外か、年齢は幾つかという

情報も必要だと思うが、委員にはその情報は必要無いと判断して記入されて

いないのか。 

小田切企画政策課

長 

 詳細は内部資料として公開できないこともあるが、ＰＤＣＡの推進という

観点から説明すると、移住された方はほぼ定年退職をされた方で、自然景観

が良い所に魅かれ、池田町を選んでいる。 

 町の移住定住施策により一番多く増えて欲しい世代は子育て世代である

が、その世代を呼び込むためには自然景観が良いだけでは難しい。働く場所

や、町内での就職が難しければベットタウン化する方向での取り組み、子育

て施策を手厚くするなど様々な対策が必要で、今回の資料ではその点は読み

取れないので、今後平成 29 年度全体の検証の中で表記の仕方も工夫しなが

ら表していきたい。 

赤田弥寿文 委員  移住される方は増えているが、一番増えて欲しい子育て世代の転入は無い

とのことで、今後その対策に期待する。 

また移住された年配の方が活躍できる場も設けていただくよう、希望す

る。 

益山代利子会長  貴重な意見なのでぜひ活かして欲しい。また、検証の課題に起業者への支

援が書かれているが、今後若者が移住定住するための効果的な支援策を、労

働人口増も視野に入れて計画に盛り込んで欲しい。 

小澤裕子 委員  今まで話を聞く中で、若者対象の移住定住施策は、ただ住宅を建てるだけ

では不十分であることが良くわかった。 

 また空き家の利活用についてその施策に賛成であるが、第 6次総合計画策

定に関する町民ワークショップで、若者定住促進住宅が活用できるようにし

て欲しいと意見が出されていた。北保育園を若者定住住宅として使う案もあ

ったかと思うが、利活用の計画を聞きたい。 

小田切企画政策課

長 

 若者定住は喫緊の課題の一つである。 

昨年は婚姻届を出された方の半数が転出してしまった。転出を防ぐ対策も

早急に必要である。町にあるアパートの数は松川村の半数以下と近隣に比べ

少なく、対策を取りたいと不動産業者と意見交換した所、アパート経営も難

しいとのことで、増える見込みは厳しい。 

そのため住宅施策以外の施策を強化しようと、経済的支援について検討

し、従来の出産祝金は転出を防ぐ効果的な対策にはなっていないので、その

分を縮小し、小学校や中学校に入学する際に祝い金として贈るなど、目先を

変えて支給し始めた所である。 

北保育園の後利用について、まだ検討中である。 

益山代利子会長  転出を防ぐ取り組みについてもきめ細かい調査、対策が必要であると思

う。引き続き力を入れて欲しい。 
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田中しのぶ委員  移住定住施策で町の良い所をＰＲしているが、居住する上での問題点を解

決していくことが必要ではないか。買い物弱者対策、雇用対策、冬期の雪対

策など、ただ経済的補助に予算を使うのではなく、住む環境改善に取り組ん

で欲しい。 

益山代利子会長  町に住むにあたり、不具合がある要因を調査し対応して欲しいとのことだ

が、町側はいかがか。 

小田切企画政策課

長 

 意見を参考にし、取り組んでいきたい。 

益山代利子会長  他に意見はあるか。 

＜意見なし＞ 

＜提案承認＞ 

 

（３）町人口ビジョン改定について（19～24ページ） 

（説明：塩川課長補佐） 

発言者 発言内容 

益山代利子会長  只今の人口ビジョン目標人口の設定を引き下げるという提案は、より現実

的な目標設定をして、様々な人口増対策を進めていきたい、との考えによる。 

 それにより、第 6 次総合計画の最終年度である平成 40 年度時点で、目標

人口を 9千人としたいとのことである。 

 何か質問、意見はあるか。 

田中しのぶ委員  （人口ビジョン目標人口の）数値は基準であり、変化があって当然である。 

 一番大切なのは住みよいまちづくりへの取り組みである。住みよくなれば

プラスになることも多い。人口増にもつながると思う。北アルプス医療セン

ターあづみ病院に産婦人科が無い、若者の理想の働く場所、生活する場所が

無いなど様々な課題がある。高齢化社会は問題だと言われるが、健康であれ

ば町を支える糧ともなる。 

 住みよいまちづくりのため、どのような取り組みを進める考えか町長に聞

きたい。 

益山代利子会長  事務局より回答ください。 

小田切企画政策課

長 

 貴重な提言を大切にし、住みよいまちづくりへの取り組みを進めていきた

い。 

益山代利子会長  町を良くするため総合計画が立てられており、施策を一つひとつ推進する

ことにより、人口減少抑制ひいては増加に繋げたいとのことである。住民の

一人としてもまたご協力いただきたい。 

栗林克行 委員  訂正資料のグラフはどこを訂正されたのか。 

 また、人口ビジョンにおける 3区分の年齢層はどのようになっているか。

若者世代を増やす施策は先の話にも出て来たが、生産年齢人口をどう増やし

ていくか、とても重要であるため、そのための対策はどの様に立てられてい

るのか。 
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塩川課長補佐 一点目の質問について、訂正資料のグラフは、平成 27 年国勢調査による

将来推計人口の矢印の示す位置に誤りがあったものである。 

二点目の質問について、数値として今示すことはできないが、将来推計人

口は栗林委員の質問にあった通り生産年齢人口の割合が年々減り、老年人口

の割合が高くなっていく。 

生産年齢人口を増やすためには、小田切課長の説明にあった通り、移住定

住、雇用対策、子育て支援など複数の対策に力を入れていきたい。 

小田切企画政策課

長 

 総合計画では五点の基本目標を掲げそれぞれの分野毎施策を設けている。

固まり次第この委員会でも示していく。 

百瀬晃 委員 第 6次総合計画に関して、ハローワークに勤めている立場から個人的であ

るが、要望がある。資料にある第 6次総合計画素案「移住定住の促進」につ

いて、「現状と課題」にＵターンに対する就業支援があげられているが、「主

要施策」にそれに対する対策が設けられていないのではないか。 

先程生産年齢人口を増やす施策について移住定住施策強化の話しが出て

いたが、移住定住者は全国的にみても定年を迎える年代以上の方がほとんど

で、自然豊かな地で落ち着いた生活を求めて来ている。しかもその数は数パ

ーセントにしか過ぎない。池田町の移住者の割合は高く、経済的効果は大き

いが、移住定住施策により生産年齢人口を増やすことは難しい。 

全国から池田を選んでもらう確率よりも、今地元で学んでいる学生が地元

に残る、もしくは戻る対策を取った方が確率は高いので、その対策を考えた

方が良い。 

池田工業高校も 6割以上他市町村から来ているので、地元への就職を増や

すといっても池田町では無く、居住地に就職するケースも多いのではない

か。 

中学校までの保育園、小・中学校それぞれの成長段階で、教育機関と連携

したふるさと教育を強化することが大切である。自然、歴史など町の良さを

知り、愛着を育むように。 

もう一つは、地元企業を学生時代に良く知る機会を作ることが必要であ

る。過去他地域で大学教授達が作る就労支援部会で、地元企業の視察を行っ

た。こんなに地元に良い会社が沢山あるのに、学生達には知られていないと

の感想がほとんどであった。高校までは受験対策強化の方が優先されがちで

ある。やっているようで、学生に伝わっていないのがふるさと教育の特徴で

ある。 

人口減少は全国的に進み、止めることは難しい。減少抑制に取り組むしか

ない。高校卒業後、進学、就職で町を離れることを止めることは出来ないが

それまでに打てる手立てがある。ぜひ地元企業の協力も得て取り組んで欲し

い。 

小田切企画政策課

長 

人口増対策には、転入増への取り組みだけではなく転出防止も図る必要が

ある。現在他県の例を参考にしながら、産官学一体となり池田工業高校と地

元企業とのネットワーク化に取り組み始めている。 

Ｕターンへの対策は難しいが、広域的な対策も視野に入れながら取り組ん

でいきたい。 
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益山代利子会長 小さい頃から教育の中で地元愛を高めるよう取り組むことはとても大切

であるし、Ｕターン施策の課題である仕事の面では、起業する精神を高める

教育も必要である。 

日本各地同じ課題があるが、池田町独自の施策に期待する。 

平林教育長 今話しに出ていたように、Ｕターン対策には教育の力が重要である。教育

大綱では重点目標の一つに「郷土に誇りと自信を持てる子ども」を掲げてい

る。 

教育委員会では保小中一貫型教育をスタートさせたが、その中でも文化自

然歴史をそれぞれの年代に合わせて学び、感じて考え身に染み込ませるよう

にしていく。 

こども学び支援塾という場では地域の方よりふるさとについて学ぶ機会

も設ける。 

また成人式では企業を紹介したパンフレットを配るが、学生時代に、また

大人になってからも、地元企業をＰＲするしくみを作っていきたい。 

池田工業高校人材育成、地元企業との連携について、先程小田切課長の説

明で触れられていたが、専門性を高めるため専攻科を設けるよう取り組みを

している。就職してもミドルリーダーとして活躍できるように願ってのこと

である。 

子ども達が成長し、地元に残るもしくは戻ってきて活躍できるように、町

全体で取り組んでいきたいので、皆様からの協力もお願いしたい。 

  教育施策について説明いただいた。 

＜提案承認＞ 

 

 

６ その他  

  今後の審議会の予定（塩川課長補佐） 

 

７ 閉 会 （髙山副会長） 

終了 11：00 



「地方創生関係交付金平成 29年度事業の推進状況」について 

池田町議会全員協議会 要旨録 

と き ： 平成 30年 8月 28日(火)13：30～ 

ところ ： 池田町役場 協議会室 

発言者 発言内容 

薄井孝彦議員 商品開発棟において、具体的な開発に向けて動き始めているのか。 

また賑わい創出のためのイベント実施について、特にハーブ関連のものを

実施し、ハーブの普及につながるように出来ないか。 

宮﨑産業振興課長  商品開発について、まだ具体的な作業には入っていない。指定管理者であ

るにぎわい創造社と合同で説明会を開き、利用者募集を行いたい。 

 またフリースペースにおけるイベント開催について、カフェを利用したも

のや各種教室実施など実施するよう打ち合わせ中である。利用を促していき

たい。 

薄井孝議員  町内の民泊の現状を聞きたい。 

宮﨑産業振興課長 民泊は現在２軒で行っているが、今後増える見通しはまだ無い。 

終了 13：45 


