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１１  前前提提条条件件のの整整理理                                          

（１）策定の背景と目的 

我が国では、少子高齢化が急速に進展し、人口減少が顕在化する中、とくに地方が

成長する活力を取り戻して人口減少に歯止めをかけ、東京圏への一極集中を是正して

いくことが大きな課題となっています。 

この人口減少克服と地方創生に向けて、国は、まち･ひと･しごと創生法を制定し、

同法に基づく人口の「長期ビジョン」と「総合戦略」を示すとともに、各自治体に対

し、それぞれの地域の特性を活かした地方版人口ビジョンと地方版総合戦略の策定を

求めています。 

池田町人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）に示すとおり、当町の人口

も近年減少傾向にあり、このままの状況が続くと、20 年後には人口が 8,000 人を

割り込み（現在よりも 2,000 人以上減少）、高齢化率が４割を超える（将来的には

2.5 人に１人が 65 歳以上）と推計されています。 

池田町総合戦略は、人口ビジョンに示す人口の現状分析と将来展望を踏まえ、上記

課題の克服を図る施策展開と具体的な取り組み内容を明示することを目的とします。 

 

（２）戦略名称 

池田町総合戦略の名称は、長野県池田町の戦略として認知され、当町の目指す姿を

広く周知していくために、「あづみ野池田総合戦略」（以下「本戦略」という。）と呼

称することとします。 

 

（３）戦略期間 

人口ビジョンが 2040 年（平成 52 年）までの長期を見据える中で、今回の本戦

略の期間は、2015（平成 27）年度から 2019（平成 31）年度までの 5 か年とし

ます。 

 

池田町人口ビジョン 

 2040 年 

（平成 52年）

 2019 年 

（平成 31年）

ああづづみみ野野池池田田  

総総合合戦戦略略  

 2015 年 

（平成 27年） 

あづみ野池田総合戦略の戦略期間 
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（４）戦略の位置付けと策定方針 

本戦略は、町の全ての計画の基本となる池田町第５次総合計画（平成 21 年度から

平成 30 年度）の各施策を実現する手段として位置付けます。 

主な策定内容は下図①から③に示す３つです。国の総合戦略に示された４つの基本

目標に即し、池田町独自の基本目標（下図①）を定めるとともに、人口ビジョンに示

す将来の方向を踏まえて、長野県の総合戦略との整合も図りながら、講ずべき施策の

基本的方向（下図②）を示し、具体的な施策（下図③）を定めます。 

これらの施策展開や具体的な取り組み内容については、池田町都市計画マスタープ

ランや池田町社会資本総合整備計画など関連する町の計画や事業の内容も踏まえて

定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池池田田町町第第５５次次総総合合計計画画のの実実現現手手段段  

ああづづみみ野野池池田田総総合合戦戦略略  
 

① 基本目標 
 

② 講ずべき施策の基本的方向 
 

③ 具体的な施策（ＫＰＩ※の設定） 

目目指指すすべべきき将将来来のの方方向向（（池池田田町町人人口口ビビジジョョンン））  

《方向１》池田町への移住･定住促進 

《方向２》子どもを産み育てやすい環境の維持･創出 

《方向３》池田町を訪れ、滞在し、消費したくなるまちづくりの推進 

《方向４》高齢者が長く元気に活躍できる環境整備･産業創出 

長長野野県県のの総総合合戦戦略略にに示示さされれたた信信州州創創生生のの６６つつのの基基本本方方針針  

<方針１> 人生を楽しむことができる多様な働き方･暮らし方の創造 

<方針２> 若者のライフデザインの希望実現 

<方針３> 活力と循環の信州経済の創出 

<方針４> 信州創生を担う人材の確保･育成 

<方針５> 賑わいある快適な健康長寿のまち･むらづくり 

<方針６> 大都市･海外との未来志向の連携 

あづみ野池田総合戦略の位置付けと主な策定内容 

関関
連連
すす
るる
町町
のの
計計
画画･･

事事
業業  

国国のの総総合合戦戦略略にに示示さされれたた  

４４つつのの基基本本目目標標  

〔目標１〕 

地地方方ににおおけけるる安安定定ししたた  

雇雇用用のの創創出出  
 

〔目標２〕 

地地方方へへのの新新ししいい  

ひひととのの流流れれのの創創出出  
 

〔目標３〕 

若若いい世世代代のの結結婚婚･･出出産産  

･･子子育育ててのの希希望望のの実実現現  
 

〔目標４〕 

時代に合った地域づくり 

安心な暮らしの保全 

地域と地域の連携 

※施策の実施効果を客観的に検証 

するための数値的な目安 
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２２  ああづづみみ野野池池田田総総合合戦戦略略                                      

（１）戦略の視点 

本戦略の策定に際し、池田町の内部環境にみる「強み」と「弱み」及び当町を取り

巻く外部環境の「機会」と「脅威」をそれぞれ下表に整理しました。 

本戦略では、「強み」としての当町の多彩な地域資源の魅力を 大限に活かすとと

もに創意工夫と発想の転換で「弱み」を「強み」に変えていく視点を持ち、社会的な

ニーズや動向にみる「機会」を広域的かつ長期的な目線で捉えて多様な主体との連携

と協働で「脅威」を克服していく視点で、池田町らしい戦略を見出していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）戦略内容 

本戦略は、４つの基本目標を定め、町民が一丸となって、町内外、産官学金労言各

分野の多様な主体が協働で組織横断的に取り組むことを念頭にした計 36 の施策と、

それらの実施効果を客観的に検証するための数値的な目安として重要業績評価指標

（ＫＰＩ）を設定しました。 

また、基本目標ごとの基本的方向を３ないしは４本の施策の柱にまとめ、それらの

施策の柱単位での効果を測るために、町独自の指標として包括的重要業績評価指標

（ＩＫＰＩ）を定めました。 

これらの施策展開の全体像は次ページに、各施策の具体的な内容やＫＰＩについて

は 7 ページ以降にそれぞれ示しています。 

 内部環境 外部環境（将来を含む） 

プ
ラ
ス
面 

【強 み】 
・北アルプスと田園、陸郷の山桜など世界に誇れ

る自然景観の美しさ、良好な視点場 

・独自性のある花とハーブの里づくりの取り組み

・ワイン用ぶどうの栽培に適した環境 

・おいしいと評価の高い米や野菜などの農産物 

・地酒や菓子など伝統の味、これを受け継ぐ店舗

・多彩な企業の集積 

・池田工業高校や総合病院の存在 

・町内外で高評価の子育て支援サービス 

・全国トップクラスの健康診断受診率（国保） 

・公民館の多さ（県内 10 位） 

・池田八幡神社例大祭や陶芸などの伝統芸能 

・東山一帯の多種多様な観光資源（クラフトパー

ク、大峰高原の大カエデ、花見のホタルなど）

・てるてる坊主のふるさと 等 

【機 会】 
・田舎暮らしに対する一定のニーズ（東京都在住

者の約 4 割が地方への移住を検討） 

・移住先としての長野県の人気 

・地球環境保護や健康を重視するロハス的な生活

や農的生活を求める一定のニーズ 

・若者の地元志向の高まり 

・ICT（情報通信技術）の進歩･普及 

・フェイスブックやツイッター、ラインなど情報

拡散性･即時性の高い個人メディアの普及 

・インバウンド（訪日外国人旅行者）の増加 

・団体旅行から個別旅行へのシフト 

・DMO※を核にした観光地域づくりの取り組み 

・健康寿命の延伸 

・生涯活躍のまち（日本版 CCRC）推進の動き 

・６次産業化の取り組みの広がり 等 

マ
イ
ナ
ス
面 

【弱 み】 
・農業や商工業など産業の担い手･後継者の不足 

・まちなかのにぎわいの不足 

・空き家や空き店舗、空き地など未利用地の増加

・通勤･通学、買い物等の不便（鉄道がない） 

・宿泊施設など滞在･交流の施設･拠点の不足 

・土砂災害や洪水などの災害危険性への懸念 等

【脅 威】 
・全国的な人口減少により限られたパイの中での

各種施策展開における市町村間競争の激化 

・高齢者比率の増加に伴う社会保障費の負担増 

・車社会が定着する中での交通弱者の増加 

・価値観、ライフスタイルの多様化（画一的な対

応の難しさ） 等 
※着地型観光（地元ならではの企画プログラムに現地集合･現地解散で参加する観光形態）の地域プラットフォームとなる中間支援組織 

戦略策定にあたっての関連要素の整理 
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とくに特定のエリアや場所（施設）との関連性の高い施策の展開イメージ【参考図】 

滞在･交流の拠点づくりと機能強化

「花とハーブの里」の再ブランド化 

まちなかの住環境の 

魅力向上･にぎわい再生 

美しい田園景観の保全 

ククララフフトトパパーークク  

ハハーーブブセセンンタターー  

地地域域交交流流セセンンタターー  

（（整整備備中中））  

田田園園エエリリアアににおおけけるる面面的的なな展展開開施施策策  

施施策策展展開開のの「「核核」」ととななるる施施設設  

優良農地の保全･継承 

郊外の「小さな拠点」づくり、 

生活機能の確保 
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基基本本目目標標ⅠⅠ  「「ふふるるささとと産産業業」」のの育育成成･･継継承承･･創創出出

◆◆◆ 戦略的ストーリー ◆◆◆ 

国の基本目標の一つである「地方における安定した雇用の創出」を念頭に、花と

ハーブ、ワイン用ぶどうなどの池田町を特徴付ける農産物をはじめ、幅広く「農」

を活かす農産業、ものづくりの精神や技能を有する地元企業、地域資源の活用など

地域貢献を前提にした起業や新規進出企業、これらをまとめて「ふるさと産業」と

位置付け、その育成･継承･創出を図る施策展開によって、安定的雇用を継続的に確

保していきます。 

 

 

 

農業を基盤にした 

農産業の育成･創出 

 

 

 

ものづくりの 

心･技･場の継承 

 

 

 

地域貢献型の 

起業促進･企業誘致 

包括的重要業績評価指標（ＩＫＰＩ） 
施策の柱 基準値 目標値 

農業を基盤にした農産業の育成･創出 

・年間商品販売額※1 

 

 

約 82 億円（2012 年） 

 

100 億円（製造品出荷額等

の目標レベル〈目標値/基準

値〉と同水準で設定） 

ものづくりの心･技･場の継承、 

地域貢献型の起業促進･企業誘致 

・製造品出荷額等※2 

 

約 161 億円（2013 年） 

 

200億円（2009年から 2013

年の間の 高額相当） 

※1 H24 経済センサス活動調査 

※2 H25 工業統計調査 
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施策の柱Ⅰ－１ 農業を基盤にした農産業の育成･創出             
従来の稲作の他、花とハーブの里づくりや、ワイン用ぶどうの栽培など、池田町を

特徴付ける農業関連の様々な取り組みやポテンシャルを 大限に活かし、農業生産の

みならず、農産物の加工･販売、飲食サービスの提供、さらには農業体験や農村滞在

をレクリエーションとして捉えるグリーンツーリズム的展開まで、幅広く６次産業化

の取り組みを「農産業」と位置付け、さらなる育成･創出を図っていきます。 

 

（１）「花とハーブの里」の再ブランド化 

「花とハーブの里」として過去 20 年以上の取り組みを活かし、コンセプトの再

構築、ハーブセンターを核にハーブ園等関連施設のリニューアル、大都市圏等から

の来訪を促すプロモーション活動などを通じて再ブランド化を図り、関連する新商

品の開発や販売、付加価値サービスの提供等、新たな雇用を生み出す産業の創出に

つなげていきます。 

また、池田町に適する花やハーブの種類、それらの栽培方法や用途･効能（観賞

用、料理用、薬用、アロマ等）などを広く町民に周知し、日常生活において町民自

らが花やハーブに親しむ風土づくりを進めていきます。 

これにより、町内外に花･ハーブ関連の製品やサービスの需要を増やし、生産の

拡大、さらにはそれが耕作放棄地や遊休農地の解消にもつながっていくような好循

環をつくり出すことによって、花･ハーブ産業を全町的に普及･発展させていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・ハーブセンターの利用者延数 

 

約 26 万人（2013 年） 

約 20 万人（2003 年） 

32 万人（2003 年から 2013

年まで過去 10 か年の増加数

を 5 か年で達成する設定） 

※長野県観光地利用者統計調査  

 

（２）ワイナリー構想の推進 

ワイン用ぶどうの栽培適地であることを活かして、その生産面積の拡大を図り、

産地化を進めていきます。また、高品質ワインの原産地としてブランド力強化を図

るとともに、将来的には生産者やその他の多様な主体と連携して、町内適地に観光

的利用も意図したワイナリーの建設を図り、より多くの人を呼び込める観光産業へ

と発展させていきます。 

そのために、周辺市町村との連携を図りながら、ワイン特区の認定を目指し、長

野県の「信州ワインバレー構想」※における「日本アルプスワインバレー」の中心

地としての地位確立を図っていきます。 
※2013 年（平成 25 年）3 月に長野県が策定 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・ワイン用ぶどうの栽培面積 

 

17.5ha（2014 年） 30ha（現在規模の倍増） 

 



9 

（３）特産品の新規開発促進･販路確保 

花やハーブ、ワイン用ぶどうの他、米や野菜など評価の高い農産物、味噌や醤油、

地酒、桑茶など既存の特産品を活かし、観光協会や地域おこし協力隊※等と連携し

て、新たな視点と発想により、池田町のイメージに合った新たな特産品の開発を促

進していきます。 

新規開発した特産品は、地産地消、土産品としての来訪者の購入を促す直売所の

新設･拡充を図るとともに、多様な物流システムを利用してインターネット経由の

購買者を確保するなど、安定的な販路を確保することによって、新たな雇用を生み

出していきます。 
 

※地域おこし協力隊：都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体

が「地域おこし協力隊員」として委嘱し、その隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発･販

売･ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地

域への定住･定着を図る取組（総務省）で、池田町には平成 27 年 11 月現在で 3 名の隊員がいる。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・特産品の新規商品化数 

 

－ 4 品目（2016 年以降、年 1

品目の新規開発） 

・観光消費額単価※ 

 

約 352 円（2013 年） 

約 451 円（2003 年） 

500 円（2003 年の水準＋α

で設定） 

※観光地利用者統計調査（長野県） 

 

（４）担い手の確保と優良農地の保全･継承 

（１）から（３）に示す農産業の展開施策の基盤となる農業の担い手の確保や、

優良農地の保全については、営農支援センター等を中核にして、2012 年（平成

24 年）に策定した「人･農地プラン」に基づき、新規就農者の確保や農地の利用

集積等を促進していきます。 

新規就農者については、町内の非農家や、大都市圏をはじめ県内外から広く就農

希望者を募り、農業指導から農地の提供、居住地の紹介まで一貫した就農支援の体

制やしくみを整えることにより、新たな担い手を確保していきます。 

また、小規模経営の農業者を含む既存の農業者に対しても、営農に必要な支援を

行い、優良農地の保全につながる農業の継続を促していきます。 

耕作放棄地や遊休農地については、花やハーブ、ワイン用ぶどうの生産拡大など

農産業の育成･創出等から新たな活用の可能性を見出すことによって、荒廃化を抑

制し、優良農地を保全･継承していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・10 代～40 代の新規就農者数※ 

 

＋10 人（2000 年－2010 年）

 

＋10 人（基準値の倍増：10

か年の実績を5か年の目標と

して設定） 
※H22 国勢調査（目標値の測定は庁内資料による） 
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施策の柱Ⅰ－２ ものづくりの心･技･場の継承             
池田町内には、林中工業団地に集積する製造業をはじめ、歴史と伝統を持つ店舗な

ど町内各地に多種多様な企業が立地し、地域内の雇用や経済を支えています。それら

の地元企業に受け継がれるものづくりの精神や技術を次世代に継承し、今後も永続的

に町内に立地してもらうことが、ふるさと産業の発展には不可欠です。 

そのため、各企業の将来を担う人材確保に向けて、地元企業への人材供給の促進を

図るとともに、池田工業高校との連携強化や、人材育成･事業継続の支援の充実化と

さらなる体制強化を図ることによって、ものづくりの心･技･場を継承していきます。 

 

（１）地元企業への人材供給促進 

高校生アンケートにおいて、7 割以上が東京圏をはじめとする県外への進学を希望

する一方で、将来の就業場所としては、町内または自宅から通える範囲を理想とする

方が 2 割強、また場所にはとくにこだわらないとする方が 2 割弱います。 

そうした一定の地元志向の就職ニーズを踏まえる中で、各企業の優れた技術や人材

等の特色を紹介する情報発信ツールのさらなる充実を図り、広く町民に周知すること

によって、地元企業への関心を高め、新卒者の就職や転職につなげていきます。 

また若い世代に対しては、地元企業へのインターンシップや、成人式などの機会を

通じた就業相談窓口の紹介など、周辺自治体やハローワークとも連携して、地元企業

への人材供給を促すしくみづくりを進めていきます。 

・工業ガイドブックの改訂 

 

（２）池田工業高校と地元企業との連携強化 

「池工版デュアルシステム」など既存の取り組みを踏まえ、授業やインターンシ

ップ等を通じて池田工業高校と地元企業との結びつきを強化することによって、地

元企業への就職につなげ、地元の高校から後継者を安定的に供給していけるしくみ

を構築し、地元企業のものづくりの心や技の継承を図っていきます。 

 

（１）、（２）共通 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・池田町在住の高校生のうち、将来希望す

る就業先が町内または自宅から通える

範囲内にあるという生徒の比率※1 

23.1％ 

 

 

30％（人口ビジョンに基づ

く設定）→同 44p 参照 
 

・町内就職者人数※2 約 200 人（2010－2014 年の

合計） 
210 人（2015－2019 年の合

計、人口ビジョンに基づく設

定）→同 44p 参照 
※1 高校生アンケートで、将来の職業での理想とする就業場所の第１希望が「池田町内」または「今の自宅から通える

範囲」という生徒の比率 

※2 新入社員歓迎会の参加者数 
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（３）人材育成･事業継続支援の充実･体制強化 

地元企業の事業の永続性の担保や革新的な事業展開に向けて、企業の自発性、変

革性、継続性等のイノベーション意識の向上に資する人材育成セミナーなど、既存

の各種研修内容のさらなる充実化を図り、より多くの参加を促していきます。 

また、地元企業の事業拡張や事業転換等に際し、必要な人材、資金、用地等の相

談や情報提供に迅速かつ的確に応じられるよう、商工会に専門的知見を有する職員

を配置し、金融機関やハローワークとも連携して、事業継続の支援体制を強化して

いきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・各種研修（人材育成セミナー等）の開催

頻度 

年 6講座（開催回数延べ約

60 回） 
年 6 講座（基準値である現

行頻度を維持） 

・池田町工場誘致等に関する条例に基づく

助成及び優遇措置の適用事業所数 

2 事業所（2010－2014 年） 4 事業所（基準値の倍増）
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施策の柱Ⅰ－３ 地域貢献型の起業促進･企業誘致           

いまある空き家や空き店舗、空き地の利活用、地元の元気な高齢者の雇用、地元農

産物の利用、住民の生活利便の向上に寄与する産業など地域資源を活かしながら地域

の活性化に資する地域貢献型の起業促進や企業誘致により、新たな雇用の創出を図っ

ていきます。 

 

（１）誰でもいつでも起業できる環境づくり 

町内での起業を促すために、空き店舗等を活用した低価格のオフィススペースの

提供や、起業に関する各種情報提供や相談窓口の設置など、商工会や金融機関と連

携して、全町的な受け入れ体制の構築を図り、性別･年代を問わず、意欲ある人が

誰でもいつでも起業できる環境づくりを進めていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・町内での起業件数 

 

－ 4 件（2016 年以降、年 1 件

の起業） 

 

（２）高齢者向け産業の創出支援 

人口ビジョンにおいて高齢者は今後も一定の増加が見込まれる中で、介護や福祉

のみならず、元気な高齢者が楽しめるレクリエーションや交流の場を提供するサー

ビス業なども含めて、高齢者向け産業の創出支援を促進していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・高齢者介護･福祉サービス事業新規開業

件数 

－ 2 件（2016 年以降、2 か年で

1 件の新規開業） 

 

（３）新規企業の適正な立地誘導と進出支援 

若者･子育て世代アンケートでは、工業用地の造成等による企業誘致も一定の期

待が持たれています。そうした中で、新規の企業の立地については、地域貢献型で

あること、またその規模によっては農業振興整備計画や池田町土地利用調整基本計

画との整合を図り、当町の美しい自然景観や優良農地、良好な住環境と調和するこ

とを条件にして、地域に根付くことを担保していきます。その上で、職場環境や雇

用者の居住環境として当町の魅力を評価し進出を希望される企業に対しては、商工

会や金融機関などとも連携し、より積極的な支援を行っていきます。 

・金融機関等との連携した進出企業優遇措置 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・新規の企業誘致件数 

 

－ 1 件以上（新規進出が見込

まれる企業＋α） 
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基基本本目目標標ⅡⅡ  「「住住みみよよいい町町」」ととししててのの魅魅力力のの醸醸成成  

◆◆◆ 戦略的ストーリー ◆◆◆ 

国の基本目標の一つである「地方への新しいひとの流れの創出」を念頭に、まち

なか、田園、里山、山村などそれぞれの住環境を活かし、良好な住環境を維持･継

承しながら、空き家のリフォーム、新築、住み替えなど多様な居住ニーズへの対応

を図ることにより「住みよい町」として確固たる地位を築いていきます。また、タ

ーゲットに応じ戦略的な情報発信とともに、新規就労支援等移住サポートの充実や

親元近居支援など移住･定住を促す多面的な施策展開により、移住･定住しやすいま

ちづくりを推進していきます。 

 

 

 

良好な住環境の 

維持･継承 

 

 

 

 

多様な居住 

ニーズへの対応 

 

 

 

移住･定住促進 

サポートの展開 

 

包括的重要業績評価指標（ＩＫＰＩ） 

施策の柱 基準値 目標値 

良好な住環境の維持･継承 
・若者･子育て世代の「池田町の住みやすさ」に

対する満足度※1 

 

68.2％ 

 

75％（究極は 100％を目指

すステップアップの段階と

して設定） 

多様な居住ニーズへの対応、 

移住･定住促進サポートの展開 

・総人口※2 

 

 

 

10,329 人 

 

 

 

9,896 人（町の独自推計に

基づく 2019 年の人口） 

※1 若者･子育て世代アンケートによる当該項目の評価で「満足」または「まあまあ満足」と回答した方の比率 

※2 H22 国勢調査（目標値の測定は毎月人口異動調査〈長野県：10 月 1日〉による） 
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施策の柱Ⅱ－１ 良好な住環境の維持･継承               
池田町には、一定の都市機能が集積し比較的利便性の高いまちなか、営農環境と住

環境がほどよく調和した田園集落、北アルプスを背景に美しい田園風景を望む山麓、

どこか懐かしい里山の風景を残す山村など多様な暮らしの場があります。 

また若者･子育て世代のアンケートでは、約 7 割が池田町は住みよいもしくはまあ

住みよいと回答しています。また若者･子育て世代の約 7 割が町外で働いているとい

うアンケート結果をみる中で、勤め先が町外周辺自治体であっても、池田町に住んで

もらうことが何よりも重要です。 

そうした中で、暮らしの場の多様性を活かし、ＩターンやＵターンによる移住ニー

ズ、あるいは個人のライフステージによって変わり得る多様な居住ニーズにも対応で

きるような施策展開により、住みよい町としての魅力を高めていきます。 

 

（１）まちなかの住環境の魅力向上･にぎわい再生 

池田町のまちなかは、役場、総合病院、学校、郵便局、銀行など主要施設や生活

利便施設が集積し、一定の都市機能や都市基盤が整備されている地域です。一方で、

近年、幹線沿道の店舗等の衰退が進み、生活利便性の低下をもたらすとともに、空

き店舗や空き地など低未利用地が増え、かつてのにぎわいも薄れたことにより、住

環境としての魅力が失われつつあります。 

若者･子育て世代のアンケートでは「まちなかのにぎわい」に対する評価は相対

的に際立って低く、「空き家･空き店舗の活用促進」や「まちなかの再整備･拠点機

能の強化」を求める声が比較的多く挙げられています。 

こうした実態を踏まえ、まちなか全体を良質な住環境ストックと捉え直し、多く

の人が集うにぎわいの場、快適に暮らせる居住の場として再生していくために、「池

田町社会資本総合整備計画」に基づく各種事業の着実な推進を図っていきます。 

また、商工会やまちなかの企業、土地･建物の所有者などと連携し、居住者の意

向や来訪者のニーズ等も踏まえて、既存の店舗の複合店舗化や、にぎわいをもたら

す新たな施設･空間の整備、集客力向上につながるような行祭事の工夫等、低未利

用地の有効活用を念頭に、ハード･ソフトの両面から、より多面的な魅力化方策を

展開していきます。 

・地域交流センター建設事業 ・図書館整備事業 

・道路改良事業 ・公民館跡地ミニ公園整備事業 

・緑地公園整備事業 ・文化財管理施設整備事業 

・まちなか活性化支援事業 ・まちなかサイン整備事業 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・社会資本総合整備計画に基づく各種事業

の進捗率 

0％ 

 

100％（当初予定年次までの

事業完了） 

・若者･子育て世代の「まちなかのにぎわ

い」に対する満足度※ 

2.1％ 10％（1割以上） 

※若者･子育て世代アンケートによる当該項目の評価で「満足」または「まあまあ満足」と回答した方の比率   
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（２）郊外の「小さな拠点」づくり･生活機能の確保 

若者･子育て世代のアンケートでも評価の高い池田町の美しい自然景観は、田園

や里山、山村など郊外に古くからある大小の集落の暮らしによって支えられ、美し

い景観を享受できる郊外の住環境もまた当町の「住みよい町」としての魅力を高め

る大きな要素になっています。 

そうした良好な住環境を今後も維持･継承していくために、郊外に各集落単位で

ある公民館などの地域の寄り合いの場を活かし、これらを核に、各集落の集約度等

に応じて、生活利便性の向上や交流を促す施設整備等を行うことにより、高齢者が

増える中でも安心して郊外に暮らせる「小さな拠点」づくりを進めていきます。 

それらの小さな拠点同士、あるいは周辺自治体の拠点との間を結ぶ交通手段の充

実化を図り、地域間交流を促すとともに、交通弱者の日常的な買い物の利便性を担

保するしくみをつくることによって、安心して暮らすことのできる生活機能を確保

していきます。 

・集落単位での拠点性向上（多世代交流促進、高齢者の生きがいの創出） 

・地域公共交通の充実･整備 

・交通弱者の買い物支援対策（個別出張販売方式や拠点集客販売方式） 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・地区別の人口増減率※がマイナス 10％ 

以下の地区の比率 

11 地区（2005 年－2010 年）

→人口ビジョン 13p 参照  
5 地区（基準値の半減） 

※H22 国勢調査（目標値の測定は庁内資料による）  
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施策の柱Ⅱ－２ 多様な居住ニーズへの対応               
今後の人口減少を見据える中で、既存のストックを上手に活用していく視点は非常

に重要になります。したがって、新たな居住を受け入れる場として、まず空き家等の

利活用促進に力を入れながら、新規の住宅地ニーズも応えられるよう、適切な場所に

住宅地を整備し、長期的には持続可能な住宅供給につながる町内住み替えのしくみ等

を構築していくことにより、多様な居住ニーズへの対応を図っていきます。 

 

（１）空き家等の利活用促進 

現在、池田町内には空き家や空き店舗、空き地が増えつつあります。こうした空

き家等は放置すれば、防犯、防災、景観など様々な面での問題が生じ、住環境とし

ての大きな魅力の低下にもつながります。また建物については 終的に倒壊の危険

性も懸念されます。一方で、空き家等は積極的に活用していく資源としても捉える

ことができ、前述のとおり、若者･子育て世代のアンケートでも「空き家･空き店舗

の活用促進」を求める声が多く挙げられています。 

既に町内にある空き家の件数と所在地は概ね把握しているため、次の段階として、

空き家の所有者の意向や建物の状態、周囲の環境を含む立地場所の特性などより詳

細な情報を把握していきます。その上で、それらの情報をできる限り周知･共有し、

商工会や金融機関などと連携し、当該所有者との調整を図りながら積極的な利活用

を促していきます。 

・空き家等情報マップの作成･情報詳細化 

・空き家等情報の周知･共有 

・ホームページ（空き家等活用情報システム）を活用した仲介の推進 

・空き家等の改修費（片付け･解体費用）助成 

・移住者向けのお試し住居の整備 

・古民家等のリノベーション（再生）支援 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・空き家等の利活用に関する相談件数 

 

－ 

 

年 5 件以上（情報マップ策

定後の実績を踏まえて適宜

上方修正） 

・空き家等の改修件数 

 

－ 

 

8 件（2016 年以降、年 2 件

の改修） 

・移住者向けのお試し住居の整備 － 1 件以上（5 か年で 1 件以

上の整備） 
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（２）ニーズに応じた持続可能な住宅地整備 

若者･子育て世代のアンケートでは、外から人を呼び込むための有効な施策とし

て、「若者定住促進住宅の整備･拡充」が も多くの回答を得ています。こうしたニ

ーズを踏まえ、まちなかや既存の集落内などの既存の空き家等の利活用を基本とす

る中で、池田町土地利用調整基本計画との整合を図りながら、官民で適切な場所へ

の新たな宅地造成を図り、持続可能な住宅地の整備を進めていきます。 

・低価格の若者定住促進住宅地の造成･分譲 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・定住促進住宅等の新規分譲区画数（民間

事業者による開発を含む） 

－ 100 区画（第５次池田町総

合計画後期基本計画に基づ

く設定） 

 

（３）町内住み替え円滑化のしくみづくり 

居住者の求める住環境は、ライフステージによっても変わってきます。そうした

中で、若いときは景色のよい里山や自然環境の優れた山村で暮らし、高齢になり自

家用車の運転が困難になったら、既存の家を空き家にせずして新たな移住者に譲り、

自らは歩いて暮らせるまちなかの空き家等に移り住むしくみが構築できれば、新た

な宅地造成なくして安定的な住宅地の確保や転出の抑制につながっていく可能性

があります。 

このような町内住み替えを円滑にするために、町外からの移住ニーズ、高齢に伴

う移住ニーズ、まちなかの居住可能な空き家の情報等を常に把握し、移住に際して

必要な情報提供等ができる人材の配置や窓口の設置などのしくみづくりを進めて

いきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・住み替え円滑化のしくみに基づく住み替

え事例 

－ 1 件以上（今後の実績を踏

まえて適宜上方修正） 
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施策の柱Ⅱ－３ 移住･定住促進サポートの展開              

地方への移住先として高いニーズがある長野県において、池田町がその移住先とし

て選ばれるためには、移住希望者に対して、「住みよい町」としての魅力を的確に周

知していくことが重要です。そのためには、居住地（出身地）や年代などターゲット

に応じて、移住の決め手となる情報提供や支援措置を設けるなどきめ細かなサポート

が求められます。 

とくにターゲットとする大都市圏のＩターン移住者に対しては、戦略的な情報発信

の展開を図るとともに、就労支援や親元近居支援など移住･定住に際しての様々な優

遇措置を展開していきます。 

 

（１）ターゲットに応じた戦略的な情報発信 

大都市圏をはじめとする町外出身者に池田町が移住先･定住先として選ばれるよう

にするためには、当町の自然景観の美しさをはじめ、農産物や食、周辺地域を含めた

観光レクリエーションの魅力のほか、冬季の積雪状況（除雪対応）や自治会への加入

など地域との関わりなど、正負を問わず、生活全般に関わる情報提供が必要です。ま

た若い世代に対しては、保育･教育環境や子育て支援体制、住宅や生活にかかる費用

などのよりリアルな情報提供も求められます。 

そうした総合的な情報をよりわかりやすく伝えるために、庁内外･各組織が分野横

断的な連携を図り、既存の観光パンフレット等を有効活用しながら一覧性のある情報

発信ツールの作成や、移住相談窓口の設置等を含む情報提供の体制やしくみづくりを

進めていきます。 

また銀座 NAGANO などのアンテナショップや全国各地の郵便局の窓口、ふるさ

と納税制度などを有効活用して、移住情報提供の機会を増やすとともに、まず当町に

関心の目を向けさせて来訪を促すための観光情報とセットにして移住情報を提供す

るなどより戦略的な情報発信を展開していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・移住者向けの情報発信ツールの作成 
 

 

・池田町のホームページの閲覧件数 

－ 
 

 

約 22 万件（2014 年） 

1 件（より効果的な情報発信

ツールを 1つ作成し、当該内

容を継続的に改善） 
27 万件（第５次池田町総合

計画後期基本計画に基づく

設定） 
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（２）新規就労支援等移住サポートの充実 

商工会やハローワークと連携を図りながら、大都市圏など県外に住む生産年齢層、

定年後あるいは転職で第２の人生を歩もうとする層、さらには外国人労働者など、

池田町や周辺自治体で就労を希望される方に対して、より広域的に就労先の情報提

供ができる支援体制を整えていきます。 

そうした中で、池田町への移住･定住を促すための優遇措置により、新規就労支

援とセットにして移住サポートを充実させていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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 

－ 年 10 件以上（今後の実績

を踏まえて適宜上方修正） 

 

（３）子育て世代の親元近居支援 

若者･子育て世代のアンケートでは、既婚者の 9 割近くは、自身または配偶者の

両親が同居または車で 30 分以内の場所に暮らしており、夫婦共働き世帯が増える

中で、少なからず親世代が子育ての協力者になっていることが考えられます。他方、

親世代にとっては子ども夫婦が近くにいることで、将来、加齢により日常生活に支

障が生じたときなどいざというときの対応にも安心感を持つことができます。 

そうした家族で互いに助け合うしくみのよさや互いに干渉しすぎない一定の距

離感の必要性も鑑み、親世代の住居の近くに子世代が住居を構える「近居」を今後

の一つの理想的な居住形態として推奨し、移住に要する費用の助成などの優遇措置

を設けることにより、子育て世代の定住促進（転出抑制）を図っていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・親元近居移住助成頻度 

 

－ 年 5件以上（今後の実績を

踏まえて適宜上方修正） 
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基基本本目目標標ⅢⅢ  次次世世代代をを地地域域全全体体でで育育むむ社社会会環環境境づづくくりり  

◆◆◆ 戦略的ストーリー ◆◆◆ 

国の基本目標の一つである「若い世代の結婚･出産･子育ての希望の実現」を念頭

に、官民一体となって出産や子育てに対する包括的な支援の充実とその体制構築を

図るとともに、「地域の子どもは地域全体で育む」という池田学問所の精神に基づ

き、子どもたちの安全確保や郷土教育、さらには若者の交流機会の創出や社会参加

の支援など、子どもの成長段階に応じて、地域全体が次世代を育む社会環境づくり

に関心の目を向けた、一人ひとりに寄り添うサポートの充実を図ることによって、

確かな暮らしの場を形成していきます。 

 

 

 

包括的な子育て 

支援の充実 

 

 

地域全体で 

子どもたちを守り、

育てる環境整備 

 

 

 

 

多様な出会いの場･ 

交流の場づくり 

 

包括的重要業績評価指標（ＩＫＰＩ） 

指標 基準値 目標値 

包括的な子育て支援の充実 

・合計特殊出生率 
 

・20 代、30 代の人口の純移動数 

 

1.42（2008-2012） 
 

マイナス（減少） 

 

1.5（池田町人口ビジョンに

基づく設定）→同 44p 参照 
プラス（増加） 

多様な出会いの場･交流の場づくり 

・婚姻率（人口千人当たりの婚姻件数※） 

 

4.0‰（2012 年） 

 

5.0‰（2012 年における

松本地域の婚姻率） 

※人口動態統計（厚生労働省）、毎月人口異動調査（長野県：10 月 1 日） 
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施策の柱Ⅲ－１ 包括的な子育て支援の充実               
若者･子育て世代のアンケートでは、ほとんどの方が子どもをもつことを望みなが

ら、実際に予定する子どもの数は理想よりも少ないという状況にあります。その理由

として多くの方が経済的な事情を挙げており、その理想の実現のためにはとくに経済

面での負担軽減が重要視されます。 

他方、池田町の現在の子育て支援サービスは内外から高い評価を得ており、今後は

より効果的な経済的サポートや、経済面以外での子育て支援の体制強化や環境改善を

図ることによって、子育て支援のさらなる充実が求められます。 

また上記アンケートでは、女性の７割以上が「結婚後に子どもをもっても仕事を続

けたい」あるいは「出産を機にいったん退職して子育て後に再び仕事に就く」ことを

理想としており、ワークライフバランスの確保も非常に重要となります。 

これについては行政のみならず、企業の理解と協力が必要不可欠となるため、子育

て企業サポートの普及を促進することにより、地域全体でより包括的な子育て支援の

充実を図っていきます。 

 

（１）経済的サポートの拡充 

妊娠を望みながらもなかなか子どもに恵まれない方への支援をはじめ、妊娠･出

産期から乳幼児期、就学期に至るまでの切れ目ない支援、あるいは共働き世帯や在

宅育児者への支援、低所得世帯への支援等、子育て等に関する様々な経済的支援ニ

ーズがある中で、既存の有効な支援措置を維持しながら、さらなる支援強化の必要

性について、公平性、実質的効果など様々な観点から精査し、支援のタイミングや

対象を適切に定めながら、経済的サポートの拡充を図っていきます。 

・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） 

・３歳以上の保育料の値下げ（多子世帯減免枠の拡大） 

・「ながの子育て家庭優待パスポート」の加盟店舗の拡充等 

・ファミリーサポート利用補助券の交付 
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（２）子育て支援の体制強化･環境改善 

子どもを産み育てる過程では、妊娠･出産時から、子どもの医療、交通安全、保

育･教育環境、親のワークライフバランス、子育て期間中の悩み事の相談先など、

経済面以外でも様々な不安や負担が生じます。そうした中で、子どもの成長段階に

応じて生じ得る不安や負担をできるだけ軽減できるよう、子育て支援体制のさらな

る強化や支援環境の改善を図っていきます。 

・出産や子育て支援相談体制の充実 

・保育環境の向上 

・児童センター等、放課後の居場所の確保 

・小学校･中学校における加配職員の充実配置 

 

（１）、（２）共通 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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※  

48.4％ 50％ 

※若者･子育て世代アンケートによる当該項目の評価で既婚の方の「満足」または「まあまあ満足」と回答した方の比率 

   ＜参考＞上記で「普通」と回答した方の比率：30.4％、「やや不満」または「不満」と回答した方の比率：9.9％ 

 

（３）子育て企業サポートの普及促進 

ワークライフバランス確保の観点から、子育て世代が子育てしながら働きやすい社

会を構築していくためには、個々の企業において、子育て期間中の職員が、男女問わ

ず、必要なときに気兼ねなく休暇をとれるなどの職場環境づくりが求められます。一

方で、そうした環境づくりは、企業（とくに中小企業）にとっては経営面での大きな

負担になる部分もあります。 

行政としては、これに積極的かつ主体的に取り組む企業を広報で紹介したり、「子

育てサポート企業」として認定･表彰するような間接的な支援･奨励制度を設けること

によって、そうした取り組みの普及促進を図っていきます。 

また、子育てしやすい職場環境づくりに積極的に取り組む企業同士の連携を促し、

個々の取り組みにおける課題を共有して、改善を図っていけるような有機的ネットワ

ークを構築することで、子育て支援の充実した町としての評価を高め、その魅力を内

外に発信していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・子育て支援を積極的に行う企業の広報等

での紹介頻度 

－ 年 2件以上（今後の実績を

踏まえて適宜上方修正） 
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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      
子どもは町の宝であり、将来の池田町を支える人材として、地域全体で育てていく

視点が重要です。子どもが成人するまでの子育て期間における様々な不安や悩み、負

担を、行政のみならず、町民、企業、自治会等の地縁組織など地域全体が分かち合い、

互いに連携して、子どもを安心して育てられる環境づくりに取り組むとともに、子ど

もが健やかに育ち、郷土を愛する心を持って、将来的には当町を支える人材となるよ

う、地域全体で支援するしくみづくりを進めていきます。 

 

（１）地域子ども見守り体制の充実･強化 

子育て環境として、交通安全や防犯など子どもの安全性の確保は重要です。とく

に就学期以降、保護者の目から離れることが多くなる段階になると、地域住民によ

る監視の目としての役割が期待されます。 

まちなかに設置された防犯カメラや、タブレット端末などＩＣＴの活用も図りな

がら、企業や個人ボランティア等により、日常生活における子どもの見守りやいざ

というときの迅速な対応ができるしくみをつくっていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・子どもの関わる事件･事故件数 

 

－ 0 件 

 

（２）ふるさと教育の普及促進 

郷土を愛する心は、将来の定住や帰郷にもつながる要素であり、そうした心を育

むためには、子どもの頃から町の自然や歴史･文化、産業の成り立ちなどを学べる

教育環境が重要になります。 

小学校や中学校においては、既にある取り組みを活かしながら、町内の学校間で

連携を図りつつ新たな教育ツールの作成やプログラムの開発を促していきます。 

また池田町ガイドマスターをはじめ、地域のことをよく知る人材や様々な知識･

技能を有する人材を活かし、池田町の魅力をわかりやすく解説する「ふるさとガイ

ド」として子どもたちの学習や教育に携われる機会等をつくることによって、子ど

もたちの郷土を愛する心の醸成を図るとともに、高齢者をはじめ、地域の人材が社

会で広く活躍できる場を創出していきます。 

・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） 

・地域人材リストの活用･広域的な拡充（ＰＴＡと高齢者等地域の人材とのつながり強化） 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・「ふるさとガイド」の育成に資する講座

等の開催頻度 

－ 年 4回以上（今後の実績を

踏まえて適宜上方修正） 
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施策の柱Ⅲ－３ 多様な出会いの場･交流の場づくり           
結婚の意思をもちながら未婚でいる方の結婚への意識や実態を踏まえる中で、少子

化の要因の一つと考えられる未婚化、晩婚化に対して、地域全体でできる支援に取り

組んでいきます。 

独身者のアンケートでは、将来の結婚相手となる異性との出会い方として、結婚相

談所などの結婚サービスと通じた出会いについては、4 割近くの方が抵抗を感じてい

るという現状もあります。そうしたことを踏まえて、今後は、既存の出会いサポート

の充実･強化を図りながら、新たな若者交流機会の創出や社会とのつながりサポート

など、より多面的な視点で、多様な出会いの場、交流の場をつくり出すことによって、

若者の社会参加や結婚につながる間接的な支援を充実させていきます。 

 

（１）若者交流機会の創出 

独身者のアンケートによれば、将来の結婚相手となる異性との出会い方として、

趣味やサークル活動や習い事での出会いが も抵抗感の少ないものとして伺えま

す。そのため、サークル活動や若者同士が目的を共有して参加できる交流活動等、

職場など日常の枠組みを超えて若者らが集う機会や、地域での多様な出会いの場づ

くりを促進していきます 

サークル活動は、現状においても、芸術文化協会加盟団体やその他団体による多

様な活動が実施されていることから、それらの参加状況や活動内容の実態を把握し

た上で、若い世代の人たち、とくに独身者が関心を持ちより多く参加して楽しんで

もらえるよう、活動内容の他、活動する場所、日程、時間の設定等の工夫を促して

いきます。 

また行政と地元企業や組織が連携して、異なる業種･業態の職場で働く若い世代

の人たちが、情報交換や互いに相談し合える場として、新人同士の集まる同期会、

社会人の先輩･後輩の集う年次会などを定期的かつ継続的に開催することによって、

若者の交流機会を生み出していきます。 

・サークル活動の普及･参加促進 

・年次会･交流会の開催継続 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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 

－ 

 

4 件（2016 年以降、年 1 件

の新規立ち上げ） 

・若者交流会の開催頻度 年 1回 年 2 回以上（基準値の倍

増、今後の実績を踏まえて適

宜上方修正） 
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（２）出会いサポートの充実･強化 

平成 23 年 10 月からスタートした「いけだＤＩ（であい）ネット」の活動状況

とその実績を踏まえ、関係する組織･団体の他、周辺自治体さらには同様の取り組

みを行っている組織･団体などとの広域的な連携を図っていきます。 

また、相談者の目線で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

ビス内容の充実や相談体制の強化等、出会いをサポートするための必要な支援を行

っていきます。 

・「いけだＤＩ（であい）ネット」の事業の拡充 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

いけだ DI ネットを介した成婚者数 

 

6 名（2012－2014 年） 

→年平均 2名 
10 名（基準値〈年平均 2 名〉

を5か年で維持するように設

定） 

 

（３）社会とのつながりサポートの充実 

近年、若い世代のひきこもりやネット依存などが社会問題として取り上げられる

中で、結婚や出会いを促すだけではなく、社会とのつながりをサポートしていくこ

とも重要です。 

そうした若い世代の実態を的確に把握した上で、一人ひとりの心の寄り添った適

切なアドバイスや、就労体験など社会とのリアルなつながりを生み出すための支援

するしくみや場づくりを、社会福祉協議会、地元企業、自治会など地域社会と連携

して取り組んでいきます。 

・「マイサポ」の事業の拡充 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・「マイサポ」のサービス利用者数 

 

－ 年 5件以上（今後の実績を

踏まえて適宜上方修正） 
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基基本本目目標標ⅣⅣ  観観光光ままちちづづくくりりのの推推進進とと広広域域連連携携のの深深化化  

◆◆◆ 戦略的ストーリー ◆◆◆ 

国の基本目標の一つである「時代に合った地域づくり、安心な暮らしの保全、地

域と地域の連携」を念頭に、美しい自然景観、花･ハーブ、おいしい農産物、ワイ

ンや地酒、芸術･文化など「あづみ野池田」の魅力ある資源を最大限に活かした観

光まちづくりを推進し、豊かな環境での健康的なスローライフをベースに滞在型観

光を確立していきます。 

また観光以外も含む各分野で広域連携を深め、自治体相互の活性化を図ることに

より、地域全体での底上げを目指します。 

 

 

 

日本で最も美しい 

まちづくりの推進 

 

 

 

 

健康でアクティブな

まちづくりの推進 

 

 

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 

 

包括的重要業績評価指標（ＩＫＰＩ） 
施策の柱 基準値 目標値 

日本で最も美しいまちづくりの推進 

・若者･子育て世代の「自然の豊かさ、景色の美

しさ」に対する満足度※1 

 

82.9％ 

 

90％（究極は 100％を目指

すステップアップの段階と

して設定） 

健康でアクティブなまちづくりの推進 

・死亡率（人口千人当たり死亡数※2） 

 

14.1‰（2012 年） 

 

各年で基準値以下 

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 

・観光利用者延数※3 

 

約 36 万人（2013 年） 

 

 

50 万人（第５次池田町総合

計画後期基本計画に基づく

設定） 
※1 若者･子育て世代アンケートによる当該項目の評価で「満足」または「まあまあ満足」と回答した方の比率 

※2 人口動態統計（厚生労働省）、毎月人口異動調査（長野県：10 月 1 日） 

※3 観光地利用者統計調査（長野県） 
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施策の柱Ⅳ－１ 日本で最も美しいまちづくりの推進           
若者･子育て世代や中高生のアンケートでは、池田町のイメージキーワードとして

「美しい（美）･きれい」を挙げている方がとくに多く、北アルプスを背景にした田

園風景や陸郷の山桜の里山風景に代表される当町の景色は、日本の原風景とも呼ばれ

るほど多くの人々を魅了する美しさをもっています。 

「日本で も美しい村」連合に加盟する自治体として、今後も美しい自然景観の維

持･継承を図るとともに、町全体でその美しさをさらに磨いていく施策展開により、

日本はもとより世界に誇れる美しいまちづくりを推進していきます。 

 

（１）花とハーブで町を彩る修景促進 

「花とハーブの里」の再ブランド化の施策展開も踏まえ、既存の取り組みも活かし

ながら、池田町の玄関口となる道沿いやまちなかをはじめ、各家庭から町全体まで花

とハーブで彩られるような修景活動を促進し、住民はもとより、来訪者も四季折々に

花やハーブの彩りや香りを楽しめるまちづくりを推進していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・花とハーブによる新規の修景活動･事業

の件数 

－ 4 件（2016 年以降、年 1 件

の新規立ち上げ） 

 

（２）美しい田園景観の保全とビューポイント整備 

池田町の美しい田園景観を守る上で、集落や農地の保全は必要不可欠です。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って、美しい田園景

観の保全を図ります。合わせて、長野県の「ふるさと信州風景 100 選」の一つに選

定され、「信州ふるさとの見える（丘）」に認定されているクラフトパークなど良好な

ビューポイントの整備を図り、町内に美しい田園景観を眺められる場所を確保するこ

とによって、来訪の促進につなげていきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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 

0 件 累計 0件 

 

（３）芸術･文化のふるさとづくり 

信州池田陶芸家十勇士、安曇野アートライン、大峰高原の七色大カエデ、花見の

ホタル、堀之内かかし村、池田八幡神社例大祭、てるてる坊主など芸術、文化的な

要素を活かした行祭事やイベントなど既存の取り組みの改善･拡充、また池田町の

文化度を高め、心の美しさの向上に資する新たな取り組みの創出を促すことにより、

芸術･文化のふるさととして、美しいまちの魅力を醸成していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・芸術･文化のふるさとづくりの新規のイ

ベント等の取り組みの件数 

－ 4 件（2016 年以降、年 1 件

の新規取り組み） 
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施策の柱Ⅳ－２ 健康でアクティブなまちづくりの推進             
健康であることは、人口減少時代の中で様々な効用をもたらす可能性があります。

とくに今後も増加が見込まれる高齢者が長く健康であり続けることは、医療費の削減

や労働生産性の維持･向上にもつながります。また長く元気に活躍できる町としての

イメージが定着すれば、それが町外から多くの人を呼び寄せる魅力にもなります。 

そのため、まず若年層から高齢層まで全世代の住民の健康づくりに対する意識を高

め、ハーブの薬効やアロマ的な効果（以下「薬香」という。）を活かして健康の保持･

増進につながる特色ある施策展開を図るとともに、ウォーキングやサイクリングなど

良好な自然環境を活かした様々な健康的レクリエーションの普及促進によって、健康

でアクティブなまちづくりを推進していきます。 

 

（１）健康づくりの全町的な意識啓発 

北アルプス医療センターあづみ病院や大学など専門機関などと連携して、池田町

の自然環境や食と健康との関わりを科学的に証明する調査研究等により、専門的な

知見や裏付けを得ながら、子どもたちへの食育、世代に応じた内容での各種健康セ

ミナーの開催等を通じて、全町民に健康づくりの意識を啓発していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・健康をテーマにした各種講習･講座の新

規立ち上げ件数 

－ 4 件（2016 年以降、年 1 件

の新規立ち上げ） 

 

（２）薬香ハーブの普及促進 

「花とハーブの里」の再ブランド化の施策展開と絡めて、ハーブの薬香に関する知

識や利用方法を各家庭に周知するガイドブックの作成や、専門家による講座の開催、

ハーブを用いた自然療法、アロマセラピー（癒し）などを体験･体感できる場の創出

等によって、健康の保持･増進につながる薬香ハーブの普及促進を図っていきます。 

・ハーブの薬香に関する知識･利用方法の各家庭への周知 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・ハーブの薬香に関するガイドブック等、

周知資料の作成 

－ 1 件以上（1 件作成後の反

応やニーズを踏まえて、追加

を検討） 
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（３）健康的レクリエーションの普及促進 

「美しい日本の歩きたくなるみち 500 選」に選ばれている「安曇野北アルプス

展望のみち」をはじめ、歴史･文化のあるまちなか、のどかな田園集落、東山の森

林環境など様々な環境を活かして、池田町の魅力を味わいながら、健康の保持･増

進につながるウォーキングやランニング、サイクリングなどの健康的レクリエーシ

ョンを住民自らが日常的に楽しめるコース設定や整備等を進めていきます。 

また、トレイルランニングなどのイベント開催や、ウォーキングやサイクリング

を取り入れた観光プログラムを通じて、来訪者にもそれらのコース利用を促し、健

康的レクリエーションを楽しめる町としての定着を図るとともに、将来的には入浴

施設や宿泊施設等の整備･拡充等も見据え、長期滞在のできるヘルスツーリズムの

展開につなげていきます。 

・ウォーキング、サイクリング等の安全かつ快適なコース整備 

・ウォーキング、サイクリング等の各種イベントの開催 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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 

－ 2 件（ウォーキング関連で 1

件、サイクリング関連で1件）
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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 

現状の池田町は、宿泊施設が少ないことなどから、観光の利用者数や消費額が周辺

自治体と比較して低く、利用者一人あたりの消費額も少ない状況にあります。今後の

人口減少で地域内消費の低迷による経済への負の影響が懸念される中で、来訪者を増

やし地域内消費を高めるしくみづくりは必要不可欠です。 

今ある地域資源の魅力を 大限に活かすことを重視する中で、各種アンケートにお

いて当町のイメージとして多く挙げられている「田舎」、「のどか･のんびり」、「不便」

などの正負の要素を踏まえ、のんびり･ゆったり滞在を満喫できる観光まちづくりを

推進していきます。 

 

（１）滞在･交流の拠点づくりと機能強化 

北アルプスの山々やのどかな田園風景など美しい景観を望み、広大な緑地や北ア

ルプス展望美術館（池田町立美術館）、創造館など滞在や交流を楽しめる施設があ

るあづみ野池田クラフトパーク（以下「クラフトパーク」という。）を核に、レス

トランや市民農園、ワイン用ぶどうの栽培農地など周辺の魅力も活かして、滞在･

交流の拠点づくりを進めていきます。 

現状において、クラフトパークは東山山麓の観光ウォーキングやサイクリングの

起終点にもなっていることから、ハーブを利用した入浴施設や地元の農産物の直売

所など新たな施設整備の可能性も視野に入れて、より長く滞在して楽しめるような

リニューアルや機能拡充を図っていきます。 

また個人、団体、修学旅行などで、地元の人と交流しながら、農作業や農家の食、

農村の暮らしなど「農」の魅力の体験を求めるグリーンツーリズム的なニーズを受

け入れていくために、町内で空き家になっている古民家を改修したゲストハウスと

しての利用や、農家民宿や農家レストラン･カフェの開設など、今あるものを活か

して滞在･交流機能の高める取り組みを全町的に促進していきます。 

・クラフトパーク一帯のリニューアル･機能拡充 

・農家民宿の開設支援 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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※ 

約 4.5 万人（2013 年） 

約 3.4万人（2003 年） 

5.6 万人（2003 年から 2013

年まで過去 10 か年の増加数

を 5 か年で達成する設定） 

・農家民宿の新規開設件数 － 3 件以上（今後の実績を踏

まえて適宜上方修正） 

・観光地利用者の延宿泊客数 

 

約 1,200 人（2013 年） 

約 2,400 人（2003 年） 

3,000 人（2003 年の水準＋

αで設定） 

※観光地利用者統計調査（長野県） 
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（２）多面的な来訪促進策の展開 

（１）の施策による来訪者の受け入れ体制の充実を図るとともに、より多くの人に

池田町への来訪を促していく取り組みも重要になります。 

県内旅行者を池田町に誘導するために、多く来訪者が立ち寄る県内の主要なサービ

スエリアや池田町周辺自治体の観光施設、さらには県外居住者の来訪のきっかけづく

りとして、銀座 NAGANO 等のアンテナショップなどを有効に活用して当町の魅力

の発信を行い、来訪のきっかけをつくり出していきます。 

また、近年広く普及し進化してきたＩＣＴ（情報通信技術）やＳＮＳ（ソーシャル

ネットワーキングサービス）などのインターネット上でのネットワークの仕組みを活

かし、スマートフォンなどの携帯端末を有する来訪者が、ＳＮＳ等を通じてリアルタ

イムで来訪地の情報を発信することよる情報発信（インターネット上の口コミ）効果

を踏まえて、町内の観光スポットでインターネットに気軽にアクセスできるように、

Wi-Fi（公衆無線ＬＡＮ）を地域の魅力発信インフラとして、町内の主要観光施設等

への設置を進めていきます。 

さらに、近年増えつつあるインバウンド（訪日外国人旅行者）も呼び込んでいくた

めに、地域等によって異なるそれらの旅行者のニーズを的確に捉えた上で、これにマ

ッチングする当町の地域資源を見出し、外国人向けの情報発信や現地案内など交流･

滞在のしくみづくりを進めていきます。 

これらの多面的な来訪促進策の展開とともに、町全体で温かく来訪者を迎えるおも

てなしの（ウェルカムな）雰囲気づくりを促すことによって、当町に対する来訪者の

満足度を高め、将来的な移住･定住にもつなげていきます。 

・来訪促進のための情報発信 

・地域の魅力発信インフラの整備 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・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 

1,000 件 

1 箇所（観光協会） 

3,000 件（基準値の 3倍増）

3 箇所以上（ハーブセンタ

ー、クラフトパーク、てるて

る坊主の館他、今後の必要性

に応じて適宜上方修正） 



32 

施策の柱Ⅳ－４ 広域的な連携強化と相互の地域活性化         
人口減少時代において、スケールメリットを活かした広域的な連携による取り組み

は、効率的な事業展開、経費の削減、ノウハウの共有によるスキルの向上など、様々

な面で相乗効果が期待されることから、今後ますます重要視されていきます。 

北アルプス広域連合や松本都市圏、日本アルプスエリアなど、様々な広域的枠組み

がある中で、今後は、大北圏域を中心に、観光のみならず、雇用創出、移住促進、若

者交流、結婚推進など類似性のある様々な取り組みにおいて連携を強化し、地域力の

向上と全体として魅力ある経済･生活圏の形成を図っていきます。 

また隣接･近接する自治体に留まらず、国内外の都市･自治体との新たな連携も模索

し、多様な広域的枠組みの中で交流を深めていくことによって、連携自治体との相互

の地域活性化につなげていきます。 

 

（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 

地方創生を実現するためには、池田町の取り組みに加え、大北地域全体で地域力

を向上させ、活力ある経済･生活圏を構築するという広域的な観点に立って課題を

解決する必要があります。現在、大北圏域は国が推進する定住自立圏や連携中枢都

市圏などの要件に該当しない制度空白地域であることから、従来からの北アルプス

広域連合の枠組みに加え、大北圏域独自の新たな広域連携のスキームを構築し、

個々の資源を活かしながら連携して取り組む必要があります。 

・若者交流、結婚･子育て支援 

・移住交流、広域観光 

・成年後見支援センター等 

・地域医療 

・人材育成、合同調査研究 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・新たな広域連携で取り組む事業分野 

 

－ 8 分野（大北地域市町村間

の共通目標値） 
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（２）多様な連携の枠組みによる相互の地域活性化 

観光交流など、分野や施策によっては、大北圏域以外にも多様な枠組みでの広域

連携が考えられます。 

松本市や安曇野市、塩尻市などの近接･隣接自治体はもとより、現在池田町が加

盟する「日本で も美しい村」連合や、かつて毎年開催し交流していた「全国池田

サミット」、あるいはホームタウンとしての当町が参加を予定している松本山雅の

加盟リーグにおける全国各地のホームタウン自治体など、既存･新規を問わず、様々

なつながりの中で連携先を見出していきます。 

そうした多様な連携の枠組みの中で、相互の交流を深め、姉妹都市提携※の締結

等による関係強化も見据えながら、共通のテーマで様々な取り組みを連携して行う

ことによって、相互の地域活性化を図っていきます。 

※かつて全国に 6 町あった池田町同士の交流が縁で、1993 年（平成５年）に横浜市磯子区岡村西部連合自治会と友好 

親善交流締結を行い、以降、同自治会との交流は続いている 

・「日本で美しい村」連合など既存の多様な連携の枠組みの中での交流事業 

・姉妹都市提携の締結促進 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値 

・大北圏域以外の都市･自治体との交流事

業 

－ 年 1件以上（今後の実績を

踏まえて適宜上方修正） 
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３３  今今後後のの進進めめ方方                                           

（１）施策の推進方法 

各施策の実施においては、行政、企業、町民その他産官学金労言各分野の組織･団

体が、本戦略の趣旨･目的や施策展開の全体像を共有した上で、各組織が主体的にそ

れぞれにできることを見出し、相互に連携･協働して取り組んでいくものとします。 

行政はそれらの取り組みを支え、行政組織内はもとより、ミニ定住自立圏等の広域

の枠組みの中での連携を強化して、各施策の有機的なつながりを持たせることを常に

意識しながら、より広域的な展開を図っていきます。 

また個々の取り組みにおいて必要な資金や人材等については、既存の制度やしくみ

の活用の他、新たな出資や登用等で確保しながら、各施策を推進していきます。 

 

（２）戦略の運用方法 

本戦略はＰＤＣＡのサイクルで運用し、各施策の実施に際しては、必要に応じより

具体的なアクションプラン（戦術）を策定【Plan：計画】した上で取り組み【実行：

Do】、ＫＰＩで定期的にその取り組みの効果を検証【Check：点検･評価】し、必要

な見直し【Ａction：改善･処置】を行いながら進めることで、有効性を担保します。 

また基本目標や施策の柱の単位でも、ＩＫＰＩ等で全体的な効果を定期的に確認し、

各施策の連関性や指標自体の有効性も含めて戦略の継続的改善を図っていきます。 

各施策の実施状況の確認や、戦略全体の施策展開の効果の検証は、年に１回程度、

池田町総合戦略審議会における調査審議を通じて行います。 

また、審議の結果や改善内容など本戦略の進捗状況は随時情報発信していくことに

よって、より多くの主体の参画を促していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施策の実現と戦略運用のイメージ 

 

行政 

 

企業 

 

町民 

施策目的の実現化 

【資金面での活用】 

・町の自主財源 

・国からの交付金 

・県の元気づくり支援金 

・各種出資金 等 

【人材面での連携】 

・地域おこし協力隊 

・大学等の研究機関 

・専門家の派遣･登用 

・新たな組織･ネットワーク 等

趣旨･目的の共有 

主体的な取り組み 

相互の連携･協働 

各施策の有機的な連携 

広域的な展開 

池田町総合戦略審議会 
・実施状況の確認 

・ＫＰＩ等による効果の検証 

ＰＤＣＡのサイクルによる 

個々の施策・戦略全体の運用 

より多くの主体の参画を促進 

Ｐ 

計画 

Ｄ 

実行 

Ｃ 

点検･評価 

Ａ 

改善･処置 戦略の進捗状況を随時情報発信 

ミニ定住自立圏等   

の広域の枠組み 
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池田町総合戦略審議会設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年９月１日告示第76号

池田町総合戦略審議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 10 条第１項に規定する市町村ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略について、重要な事項を調査審議するため、池田町総合戦略審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 池田町総合戦略策定及び池田町人口ビジョン策定に関すること。 

(2) 総合戦略の計画期間（５年間）における施策の実施状況及び効果の検証に関すること。 

２ 審議会は、その他総合戦略に関する事項について、町長に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 16 名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(1) 各種団体等の代表者、若しくは選出された者 

(2) 識見を有する者 

(3) 公募による者 

(4) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によって選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 議長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年９月１日から施行する。 
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池田町総合戦略審議会 委員名簿 
 

                                 （順不同･敬称略） 

氏 名 所 属 分 野 

茅野 雅彦 商工会 副会長 産(産業界) 

赤田弥寿文 商工会 工業部会長 産(産業界) 

栗林 克行 商工会 青年部長 産(産業界) 

内山 美恵 観光協会 チーフマネージャー 産(産業界) 

横川 一登 営農支援センター 総合企画推進員 産(産業界) 

高見沢 靖 北安曇地方事務所 地域政策課長 官(行政機関) 

○ 髙山  明男 社会福祉協議会 常務理事 事務局長 官(行政機関) 

小澤 裕子 教育委員会 教育委員 学(教育機関) 

田村 浩啓 池田工業高等学校 校長 学(教育機関) 

◎ 益山 代利子 松本大学 総合経営学部教授 学(教育機関) 

大塚 俊明 八十二銀行 池田支店長 金(金融機関) 

北澤 悦子 大町公共職業安定所 所長 労(労働団体) 

水久保 節 
大糸タイムス株式会社 

代表取締役社長 
言(メディア) 

髙橋  誠 三校ＰＴＡ連合会 会長 子育て 

岩岡  實   公 募 

田中しのぶ   公 募 

◎ 会長 ○ 副会長 
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池田町総合戦略審議会に対する諮問内容 

27 総 町 第 164 号 

平成 27 年 9 月 9 日 

 

池田町総合戦略審議会長 様 

 

池田町長  勝 山  隆 之 

 

池田町人口ビジョン・総合戦略について（諮問） 

 

「池田町人口ビジョン」及び「池田町総合戦略」を策定したいので、池田町総合戦略審議

会設置要綱第 2 条第１項第１号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

 

１ 諮問事項   「池田町人口ビジョン」及び「池田町総合戦略」素案について 
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池田町長に対する答申内容 

平成 27 年 11 月 30 日 

 

池田町長  勝 山  隆 之 様 

 

池田町総合戦略審議会 

会 長  益山 代利子 

 

 

池田町人口ビジョン・総合戦略について（答申） 

 

池田町総合戦略審議会では、平成 27 年 9 月 9 日付け 27 総町第 164 号で町長より諮問の

ありました「池田町人口ビジョン」及び「池田町総合戦略」素案について、9 月から 11 月まで計

5 回の審議会を開催し、人口減少問題への対策に向けて慎重なる審議を重ねてまいりまし

た。 

その結果、別添の「池田町人口ビジョン（案）」及び「あづみ野池田総合戦略（案）」のとおり

答申します。 

貴職におかれましては、この「人口ビジョン・総合戦略（案）」を踏まえ、今後急速に進行す

る人口減少に対応した実効性のある事業実施を推進するとともに、池田町の永続的な発展に

努められるよう要望します。 

なお、検討過程で出された様々な意見や提案をまとめた「資料編 みんなの意見・提案・ア

イディア集」を添付しますので、今後の事業執行の際に十分参考にされますよう、重ねて要望

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

池田町人口ビジョン・あづみ野池田総合戦略の策定経過 

年月日 会議名 主　な　内　容

平成27年9月9日 第1回総合戦略審議会
・委員の委嘱
・「池田町人口ビジョン・総合戦略(素案)」について(諮問)

10月5日 第2回総合戦略審議会
・池田町人口ビジョン(素案)の審議
・池田町総合戦略(素案)［基本目標1及び2］の審議

10月19日 第3回総合戦略審議会 ・池田町総合戦略(素案)［基本目標3及び4］の審議

11月18日 第4回総合戦略審議会
・池田町人口ビジョン(素案)の改訂内容の審議
・池田町総合戦略(素案)の改訂内容の審議

11月30日 第5回総合戦略審議会
・池田町人口ビジョン(案)及び池田町総合戦略(案)の確認
・答申書の確認
・答　申

年月日 会議名 内容

平成27年3月4日 議会全員協議会 人口ビジョン・総合戦略の概要説明

6月5日 議会全員協議会 池田町人口ビジョン・総合戦略の策定スケジュールについて

9月2日 議会全員協議会 池田町人口ビジョン・総合戦略（素案）について

11月2日 懇談会 素案に対する意見・要望

12月3日 議会全員協議会 報告(策定経過、審議経過、人口ビジョン・総合戦略の説明）

年月日 会議名 内容

平成27年4月15日 自治会協議会 池田町人口ビジョン・総合戦略の策定について

7月23日 自治会協議会 池田町人口ビジョン・総合戦略の策定について

11月10日 自治会協議会 素案の説明、素案に対する意見・要望

年月日 団体名 内容

平成27年10月14日 池田町商工会 素案の説明、素案に対する意見・要望

10月26日 池田町ガイドマスター会 素案の説明、素案に対する意見・要望

10月27日 町内金融機関 素案の説明、素案に対する意見・要望

  ◆池田町総合戦略審議会

  ◆池田町議会

  ◆池田町自治会協議会

  ◆各種団体ヒアリング
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年月日 会議名 内容

平成27年2月23日 第1回地方創生推進本部会議 地方創生先行型事業の選定等について

4月1日 第2回地方創生推進本部会議 池田町人口ビジョン・総合戦略の策定スケジュールについて

6月1日 第3回地方創生推進本部会議 アンケート調査について

7月1日 第4回地方創生推進本部会議 人口ビジョン・総合戦略の策定方針検討

7月9日 第1回担当係長会議 人口ビジョン・総合戦略の概要説明と策定検討

7月29日 第2回担当係長会議 ワークショップ形式による総合戦略の施策検討

8月3日 第5回地方創生推進本部会議 素々案作成に向けての検討

8月21日 第6回地方創生推進本部会議 素々案の内容検討

9月1日 第7回地方創生推進本部会議 素案の確認について

11月12日 第8回地方創生推進本部会議 各種団体のヒアリング結果等及び素案の改訂について

11月24日 第9回地方創生推進本部会議 総合戦略(素案)の改訂について

◆町民アンケート調査

実施期間

対 象 者

調査方法

回 収 数

◆意見募集(パブリックコメント)

募集期間

募集の周知方法

資料の閲覧場所

提出方法

提出者数 2名（電子メール2名）

①②郵送による配布・回収
③学校経由による配布・回収

①531通（回収率 約35%)
② 87通（回収率 約33%)
③ 75通（回収率 約94%)

◆庁内検討（地方創生推進本部、担当係長会議）

平成27年6月1日現在の住民基本台帳における町内在住の
　①【若者・子育て世代】18歳以上49歳以下の男女1,500人(無作為抽出)
　②【高校生】高校生全員(260人)
　③【中学生】高瀬中学校３年生全員(80人)

平成27年6月

平成27年9月10日～平成27年10月9日

役場総務課、総合福祉センターやすらぎの郷、ハーブセンター、ホームページ

持参、郵送、ファクシミリ、電子メール

ホームページ、防災無線放送、ニュースレター(全戸配布)
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◆広報

広報時期

平成27年7月22日

9月25日

平成28年1月(予定)

随　時
【ホームページ】総合戦略審議会の開催状況、パブリックコメント実施及び結果公表、
　　　　　　　　素案等の公開等

【概要パンフレット】池田町人口ビジョン・総合戦略の概要（全戸配布）

掲載内容

【ニュースレターNo.1】策定方針及び町民アンケートの調査結果等（全戸配布）

【ニュースレターNo.2】池田町人口ビジョン・総合戦略(素案)の概要等（全戸配布）
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地方創生推進本部会議 

 

氏 名 職 名 等  

勝山 隆之 町長  

平林 康男 教育長  

倉科 昭二 住民課長  

勝家 健充 保育課長  

小田切 隆 福祉課長  

宮﨑 鉄雄 振興課長  

丸山 善久 建設水道課長  

藤澤 宜治 教育課長  

矢口  衛 会計課長  

師岡 栄子 議会事務局長  

丸山 光一 総務課 総務係長  

 

 

事務局 
 

氏 名 職 名 等  

中山 彰博 総務課長  

大澤  孔 総務課 町づくり推進係長  

西澤 正之 総務課 町づくり推進係主査  

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あづみ野池田総合戦略【第 2版】 

 

策定年月日  平成 27 年 12 月 3 日 

策   定  池 田 町 

       ＜事務局＞ 

        池田町役場 総務課町づくり推進係 

        〒399-8696 

        長野県北安曇郡池田町大字池田 3203-6 

        電 話：0261-62-3131 FAX：0261-62-9404 

        メール：machi@town.ikeda.nagano.jp 
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