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はじめに     

「みんなの意見･提案･アイディア集」は、あづみ野池田総合戦略の検討過程におい

て出された主なご意見（現状･課題、参考事例等のご指摘を含む）、ご提案、アイディ

アのうち、本編に必ずしも盛り込めていない内容を要約して、同総合戦略の施策展開

の枠組みに沿って整理したものです。今後の各施策の実施や、施策内容のさらなる具

体化における参考資料として別冊でとりまとめました。 

 

基本目標Ⅰ 「ふるさと産業」の育成･継承･創出                    

Ⅰ－１ 農業を基盤にした農産業の育成･創出                    

・「農産業」の各施策の取り組みでは、ＪＡ大北として主導的な役割を果たしていきたい。 

（１）「花とハーブの里」の再ブランド化  

・ハーブにこだわらず、「花の里」でもよい。 

・現在のハーブセンターには北アルプスの景色を眺められる場所がない。 

 →美しい景色を求めて来る来訪者のニーズへの対応が必要。 

・ハーブセンターでハーブに関する解説ビデオを上映する。 

・ハーブセンターにハーブティーを味わえるコーナーを設置する。 

・ハーブといっても 2,000 種類（桑茶もハーブの一種）もあるので、絞り込む必要がある。 

・ハーブ園の近くに、ハーブのこと（池田町内又は長野県内で栽培に適したハーブの種類、そ

の栽培方法、楽しみ方など）を知ることができる施設を整備する。 

・ハーブ園にハーブの専門家を配置し、ガイドなどを行う。 

・耕作放棄地や減反農地を有効活用してハーブの栽培地を広げる。 

・ハーブ生産のための農業生産法人を設立する。 

・町民がハーブを楽しむまちづくりにより、全町的なハーブ普及の取り組みが必要。 

・家庭でのハーブ栽培や利用促進を図る必要がある。 

・家庭へのハーブの浸透を図るために、ハーブの商品券の配布などは行っている。 

・ハーブに関する知識の共有化や関心度を向上させるためのパンフレットを作成する。 

・専門家によるハーブに関するセミナーや講座を開催する。 

・ハーブの価格が普及の足かせになっているのではないか。 

→気軽に買えるハーブの商品開発や価格設定が必要。 

・ターゲットの絞り込みと品質重視によるロイヤルティの向上が求められる。 

・おしゃれなハーブのお店があるとよい。 

 

（２）ワイナリー構想の推進 

・ワイン用ぶどうの栽培面積の目標達成のための具体策が必要。 

・ワイン用ぶどうの生産者を確保していく必要がある。 

・ワイン用ブドウの栽培面積の拡充を雇用創出に結び付けていくしくみが必要。 

・ワイン用ぶどうは、栽培を始めてから一定の収量を確保できるようになるまで 低でも３年

（実質的には 5 年）はかかる。 

→その間、事業主体に対する支援（苗代、資材などの助成）が必要。 

・５年以内にワイナリーを建設するくらいの意気込みがいる。 



資料-2 

・ワイナリーの建設主体、運営主体（町単独、町とワインメーカーとの共同、民間等）、建設

場所･期間などを具体化していく必要がある。 

・まちなかにワイナリーが必要。 

・ワイン特区の実現に向けて周辺地域との連携が必要。 

・高級路線なのか、Ｂ級路線なのか、目指す品質の方向性を明確にする必要がある。 

・池田町産のワイン用ぶどうは高い評価を受けている。 

・現在池田町で民間企業が栽培しているワイン用ぶどうは山梨で製品化されている。 

→今後は製品化された場所の名前しか表示できなくなる。 

・長野県原産地呼称管理制度の活用を考える。 

・ブティックワインに特化させるなど他地域のワイン戦略との差別化が必要。 

県内参考例：塩尻市、東御市、飯綱町、高山村 

 

（３）特産品の新規開発促進･販路確保 

・池田町にはおいしい味噌（「金の鈴」、「銀の鈴」など）がある。 

・池田町の野菜は評価が高く、松本市の有名なレストランにも提供している。 

・池田町の農産物が高い評価を受ける理由を研究する必要がある。 

・土産品としては、来訪の思い出（記念）になるもの、とくにりんご、野菜、漬物、ワイン、

酒など家に帰ってすぐに食べられるものの人気が高い。 

・長野県ＡＣＥプロジェクトと連携し、健康的な手作りメニューを開発してはどうか。  

・ハーブ関連商品の開発や販路拡充が必要。  

・企画開発、販売ルート、販売手順、価格設定などの具体策の検討が必要。 

・ハーブを利用した化粧品などを開発してはどうか。 

・大町市のラ・カスタの取り組みは参考になる。 

・地域おこし協力隊、営農支援センター、商工会、町民有志で特産品の新規開発を検討する新

組織（仮：池田町特産品開発機構）を立ち上げる必要がある。  

・カミツレ研究所や金の鈴生産組合など既存の組織と連携して進めていく。 

・ハーブセンターやクラフトパークに新たな直売所を設ける。現在は町内に２箇所しかない。 

・直売所は、コンビニエンスストアへの併設やスーパーマーケットとの共存も可能。 

・直売所では地場産のものを活かした商品構成や陳列を考える必要がある。 

・個別提携により低価格のゆうパックの設定が可能で、特産品の配送等に活用できる。 

・郵便局ではふるさと納税の返戻品を企画段階から開発する事業も行っている。 

・池田町産の農産物を活かす環境づくりを町民にアピールし、地産地消を進める必要がある。 

・学校給食への地元農産物の食材提供はかなり行っているが、衛生管理上の問題での困難や、

安定供給のための貯蔵庫の必要性などさらなる拡充には課題も多い。 

 

（４）担い手の確保と優良農地の保全･継承 

・所有者の意向を含めて耕作放棄地の実態把握が必要。 

・高齢化に伴う遊休農地･荒廃農地の増加に対応していく必要がある。 

・新規就農者の募集方法や支援措置を具体的に考える必要がある。 

・大都市圏民に農地を耕してもらえるようなしくみづくりが求められる。 
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・都市部の農業希望者に対する営農支援が必要。 

・農業をやりたいという若者を受け入れる体制づくりの一貫として農業法人を設立する。 

・農業をやりたいというニーズに対し、農地や住む場所を提供（紹介）するしくみが必要。 

・担い手のターゲットは若者や退職後の世代になる。 

・作業機械の貸し出しや生産技術の取得、販売支援等ができる体制を構築する。 

・ＪＡと連携し、農作物の種類や育て方、販売方法等をアドバイスできる体制づくりが必要。 

・ＪＡ大北では、新規就農者の農地取得や資金面での支援など、集落営農組織の事務局として

の立場も活かした支援を行っている。 

・耕作放棄地に関する情報を金融機関と共有して、町内外からの農業者の募集や当該農業者へ

の農地の提供等に有効活用できるとよい。 

 

Ⅰ－２ ものづくりの心･技･場の継承                          

（１）地元企業への人材供給促進 

・既存の取り組みの効果の検証が必要。 

・できる限り町内で調達するなど、町民が地元企業を応援する行動も必要。 

・雇用については広域的に取り組む必要がある。 

 

（２）池田工業高校と地元企業との連携強化 

・池田工業高校を大切にする方針を出すべき。 

・企業から町への情報提供を促し、職業体験できる場をつくる。 

 

（３）人材育成支援･事業継続支援の充実･体制強化 

・池田なりの特徴付けがなされた具体的な研修内容を例示する必要がある。 

・300 社以上の会員がいる商工会と連携し、役割分担していく必要がある。 

・商工会と連携して新たな研修の企画が必要。 

・金融機関としても事業継続に対してできる支援を行っていきたい。 

・企業の事業拡張ニーズに対し、的確な情報収集や迅速な用地提供が求められる。 

 

Ⅰ－３ 地域貢献型の起業促進･企業誘致                      

（１）誰でもいつでも起業できる環境づくり 

・若者に限らず幅広い年代層を対象にした起業支援が必要。 

・企業や起業者に池田町に来てもらえるようにするための具体策が必要。 

・ターゲットの絞り込み、小回りの利く施策の展開が求められる。 

・ＩＴ企業などは情報インフラさえあれば場所を選ばないので、池田町の良好な環境を活かし

て情報産業や創造性を必要とする企業を誘致してはどうか。 

・金融機関としては事業計画の初期段階での相談･支援に応じている。 

・情報提供や融資において、金融機関のネットワークを活用した支援もできる。 

・住民、企業、行政が協力して小企業や零細企業を支援する条例の制定を図る。 
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（２）高齢者向け産業の創出支援 

・高齢者だからといって介護、福祉系のサービス業に限定せず、町内外から元気な高齢者を集

め、いきいきと交流できる場やレストランなどで消費してもらえるような産業創出も必要。 

・コミュニティビジネスで高齢者の生きがいを創出していく。 

 

（３）新規企業の適正な立地誘導と進出支援 

・池田町の環境のよさをＰＲして企業誘致してはどうか。 

・将来の正社員化や雇用増につながることを条件にした企業誘致により、雇用の安定化の確保

につなげていく必要がある。 

・地元に根付く（町外の流出しない）ことを担保できるような企業誘致や起業支援が必要。 

 

基本目標Ⅱ 「住みよい町」としての魅力の醸成                  

Ⅱ－１ 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 

・スクラップ＆ビルドで共同店舗化していく。 

・若い人たちをまちなかに呼び込む必要がある。 

・晴れるや市などの継続した取り組みが必要。 

・まちなかの蔵に現代アートの作家を呼び込んでみてはどうか。 

・店舗が少ないことが住む場所としての魅力に欠ける部分である。 

・徒歩や公共交通で移動しやすいまちづくりが必要。 

 

（２）郊外の「小さな拠点」づくり･生活機能の確保 

・小さな拠点づくりでは、集いの場として各自治会の公民館の有効活用を図るとともに、その

活用主体も育成していく必要がある。 

・小島館（既存の社会福祉協議会のデイサービスセンター）の改修による取り組みをモデルケ

ースにして、各地域に広げていってはどうか。 

・地域公共交通のあり方については改めて検討する必要がある。 

 

Ⅱ－２ 多様な居住ニーズへの対応                        

（１）空き家等の利活用促進 

・空き家や空き店舗だけではなく、「空き地」も記載すべき。 

・空き家･空き地･空き店舗のレベルやタイプ分けをして、情報提供を徹底していく。 

・まちなかの空き家と郊外の空き家では性質が異なる。 

→郊外の空き家にはタヌキなどの動物が棲みつき、衛生面での懸念がある。 

・「小さな拠点」となる集落の維持･継承のための空き家対策が必要。 

・若い世代には空き家や空き店舗の活用のニーズもあり、町の活性化につなげられる。 

・空き家･空き地･空き店舗の活用方法を具体化する必要がある。 

・空き家の活用については岡山市の事例が参考になる。 

・ 新の物件情報の提供と低価格で斡旋できるしくみが必要。 

・金融機関との情報共有、宅建業との住み分け、個人情報への配慮等が必要。 
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・物件探しからホームページへの掲載、所有者と移住希望者との連絡調整などを定住･移住の

担当窓口をつくり対応する必要がある。 

・空き家の所有者と空き家の利用希望者とをマッチングさせる方策が必要。 

・空き家や空き店舗の利用ニーズに対して提供できるストックが不足している。 

・庭付きの借家やきれいな状態で住める空き家を増やす必要がある。 

・古民家の活用を考える必要がある。 

・古くからある酒造を活かしてブランド化していく。 

・滝沢にある県営の教職員住宅を有効活用して住宅供給できないか。 

・クラフトなど工芸家の利用を目的にして空き店舗の利用者を募集してはどうか。 

・空き家や空き店舗の貸借や売却に際し、所有者側の片づけ費用等が負担になっている。 

・池田のよさを知っていただくためにお試し居住とその受け入れ体制の構築が必要。 

 

（２）ニーズに応じた持続可能な住宅地整備 

・池田町は一時的な仮住まいとして一定の人気はあるが、将来を見据えると厳しい生活が予見

され、終の棲家にはなっていないのが現状。 

・若者は池田よりも穂高を選ぶ傾向にある。 

・移住希望者に物件案内すると、安曇野、大町と周って来て、池田が一番いいとみんな言う。 

・観光は白馬、住むには池田（ロケーションを売りにして）というように、大北圏域内での役

割を明確化する必要がある。 

・勤め先は周辺自治体でも住むのは池田というニーズを踏まえ、まず住む場所を確保する。 

・美しい田園風景と住宅地造成とを両立させる必要がある。 

→土地利用条例による担保や住宅地ごとのコンセプトの明確にした整備が必要。 

・土地利用条例の規制を一部緩和した特区として住宅開発ができるようなしくみが必要。 

・ターゲットを明確にし、ゾーニングによって居住誘導する必要がある。 

・まちなかの活性化につなげるためには町の北部への居住誘導が必要。 

・若い世代には 60～70 坪、1,700 万円台で提供できる住宅整備が必要。 

・農振農用地を見直して、旧北保育園周辺を住宅分譲してはどうか。 

・ホスピタリティを向上させ、元気な高齢者を受け入れて、終の棲家にしてもらう。 

・高齢者が幸せに生きるためには何が必要か考える。 

・外国からの移住者の受け入れも検討する必要がある。 

 

（３）町内住み替え円滑化のしくみづくり 

・眺望のよいところに高齢者層が移住する傾向にあるが、その家は将来の空き家候補になる。 

・池田町で第２の人生をスタートさせる人の将来の不安を解消する必要がある。 

・子どもの成長段階に応じて住み替えられるしくみが必要。 

・将来的には「歩いて暮らせるまちなかへの移住」というスタイルが確立できるとよい。 

・公的機関に住み替えアドバイザーを配置する。 
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Ⅱ－３ 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 

・10 代、20 代で進学等により池田町から一度出て行った若者を将来呼び戻せるかどうかが

ポイントになる。 

・若い女性に住んでもらえるようにすることを考える必要がある。 

・住むなら池田のアピールが必要。 

・大北圏域内での人口の取り合いであってはならない。 

・周辺自治体からではなく大都市圏から人を呼び込むことを明確にする必要がある。 

・池田町は自然豊かで災害が少なく住みよいところだということをもっと PR すべき。 

・池田町の住みやすさ（保育料、水道料金、子育て支援、学校、福祉、環境等）が一覧でわか

るパンフレットがあるとよい。 

→現在の観光パンフレット＋αでよいものができる。 

・移住者を受け入れられる場所を明示したマップが必要。 

・民間の開発分譲地を含めてホームページ上での一元的な情報公開が必要。 

・郵便局の支店ネットワークを活用すれば、ピンポイントでのＰＲも可能。 

  例：特定の支店でのポスター掲示、チラシ設置（いずれも有料） 

・銀座 NAGANO など東京圏や名古屋圏でのプロモーション活動を大町市など大北圏域の自

治体と連携して行う必要がある。 

 

（２）新規就労支援等移住サポートの充実 

・移住･就職関連のＰＲを強化すべき。 

・転職Ｕ･Ｉターン促進のための情報提供の手法を具体化する必要がある。 

・地域おこし協力隊を活用して、職員と計２名体制で移住･新規就労のワンストップ窓口を設

ける。 

・池田町への居住を促すために、空き家を活用した優遇措置を設けられるとよい。 

 

（３）子育て世代の親元近居支援 

・池田が松本の通勤圏域にありながら、町内に適当な住居がないため、鉄道の便に優れた松川

に移住してしまう傾向もある。 

 

基本目標Ⅲ 次世代を地域全体で育む社会環境づくり                  

Ⅲ－１ 包括的な子育て支援の充実                       

（１）経済的サポートの拡充 

・ 低限、他地域と同等のサービスが必要。加えて池田町独自のサービス提供が求められる。 

・松川村では第３子の保育料が無料になっている。 

・他の市町村が行っていない特色ある子育て支援施策を展開する必要がある。 

  例：幼児教育や奨学金制度、第２子以降の保育料の無料化、自然型保育、中学校までの給

食費の無料化 等 

・低所得者層に空き家を低価格で提供する支援ができれば、空き家の有効活用にもなる。 
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（２）子育て支援の体制強化･環境改善 

・無条件の児童センターにおける子どもの預かりサービスの評価は高い。 

→利用者集中時には近隣施設と連携して受け入れを分担するなどの対応が必要。 

・池田町の子育て支援に対する評価を活かし、「池田町は安心して子育てできるいい環境」で

あることをＰＲすべき。 

・「池田町で子ども３人は普通ですよ」というスローガン的なものがあってもよい。 

・行政が支援して、あづみ病院に産科を設置してもらえるとよい。 

・図書館など子どもたちが安心して気軽に集える場づくりが必要。 

・放課後の居場所や公園等の子どもの遊び場の不足という不満は現にある。 

・地域交流センター内に未就園児とその母親の居場所の確保が求められる。 

・小学校児童の放課後の居場所として小学校の空き教室を利用してはどうか。 

 

（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の確保を強調する必要がある。 

・PTA 活動などでとくに男性は休みをとりにくい職場の雰囲気がある。 

・就業規則、福利厚生面での改善等、子育てしやすい職場環境づくりに取り組む地元の企業同

士がネットワークを構築して、その取り組みを外部向けて発信できるとよい。 

 

Ⅲ－２ 地域全体で子どもたちを守り、育てる環境整備               

（１）地域子ども見守り体制の充実･強化 

・池田１～３丁目の街路灯に防犯カメラを設置してある。 

 

（２）ふるさと教育の普及促進 

・子育て世代の関心は教育にある。児童の預かりサービスに、人格形成や教養教育などの学習

サポートの機能を加えられると定住促進にもつながっていくのではないか。 

・白馬村や阿智村には公営塾がある。 

・ふるさと教育の既存の取り組みとしては「子ども支援塾」がある。 

→地域交流センターを拠点にその取り組みをレベルアップさせていく。 

・池田町に誇りを持てるような啓蒙活動が必要。 

・短歌づくりなど、島木赤彦や岡麓のゆかりの地であることを活かした取り組みで、池田町の

文化度を向上させる。  

・新しいものより今あるものを活かす視点で、池田学問所の精神に則った教育、芸術･文化、

伝統芸能の発信･継承を図る。 

・現在、小学生は池田町の歴史･文化の学習、中学生は職業体験、町議会の見学、町長との意

見交換などを行っている。二十歳の人に町の将来を考えさせる取り組みもある。 

・池田町のいいところだけを教育するのではなく、中学校の授業であれば、池田町の人口問題

や将来を考えさせる機会を設け、心理面での発達促進につなげられるとよい。 

・放課後クラブ等コミュニティスクールを拡充して、地域を愛する心を醸成できるとよい。 

・地域人材リストを活用して、高齢者等、地域の人材の活躍の場を創出できるとよい。 

・池田町ガイドマスターの活躍が期待される。 
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Ⅲ－３ 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 

・若者間、異業種間の交流を促す必要があるが、行政の関わりには限界もある。 

・将来の移住･定住の相談先を紹介する機会として、９割の出席率を誇る成人式の場を有効活

用してはどうか。 

・大北圏域の市町村と連携した広域的なサークル活動が必要。 

・サークル活動には社交性のある人しか集まらない。むしろ、ボランティアや奉仕活動などの

自然と出会える場や機会の創出など間口の広い間接的な社交の場や環境づくりが必要。 

 

（２）出会いサポートの充実･強化 

・元気で社交的な男女でもなかなか結婚に至らない現状も現にあるので、とにかく出会いの場

を広げるしかない。 

・既存の取り組みの実績もあるが、今後はイベントの企画内容の工夫が必要。 

・民間を含め県内外の出会いサポート組織と連携を図るなど、広域的な取り組みが必要。 

・ 近、池田町で開催したスポ婚（体育指導員によるスポーツ合コン）は好評だった。 

・金融機関としては結婚資金に対する経済的サポートの充実も図りたい。 

 

（３）社会とのつながりサポートの充実 

・ひきこもり対策について、若者のソーシャルスキルを磨くための取り組みが必要。 

 →深層心理の分析･検証に基づく心理的なサポートを通じた根本的な解決が求められる。 

・学校生活以外に社会と関わりを持てる場や機会が必要。 

・各地で 50 代、60 代の転入者の地域づくりへの貢献を高める必要がある。 

・誰かのために役立ちたいという想い、社会貢献の欲求を踏まえ、高齢者のまちづくりへの参

加を図り、人と人との絆づくりから生きがいを創出する。 

・高齢者向けのサービスとして「サポートてるてる」がある。 

 →実践の積み重ねにより取り組みの改善を行っている。 

・「いきいきサロン」の取り組みは、古い集落と新興住宅地で温度差がある。 

・各集落の老人クラブ連合会との連携が必要。 

 

基本目標Ⅳ 観光まちづくりの推進と広域連携の深化                

Ⅳ－１ 日本で も美しいまちづくりの推進                     

（１）花とハーブで町を彩る修景促進 

・「花とハーブの里づくり」の取り組みと連携していく必要がある。 

・まちなかでゴミが散らかっているところを歩いている来訪者を見かけたとき、残念な思いを

した。田園景観だけではなく、まちなかのきれいさも必要である。 

・現在、半在家などで沿道の花植えの取り組みがあるが、それを町中に広げていってはどうか。 

・面的に広がる花を季節ごと２、３種類選んで（絞り込んで）、全町的に広げてはどうか。 

・ウォーキングコース上に四季折々楽しめる花やハーブを植栽する。 

→何を植えるか考える必要がある。例：ラベンダー 

・高瀬橋やハーブセンターからクラフトパークまでの動線沿道に花を植えて、おもてなしの雰
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囲気を演出してはどうか。 

 

（２）美しい田園景観の保全とビューポイント整備 

・来訪者をガイドしていると、水田ではなくそば畑だと残念がられる。 

→北アルプスが田んぼの水面に映り込む風景（原風景）の保全を図る必要がある。 

・北アルプスの景観と田園風景が池田町の魅力である。 

・「日本で も美しい村」連合への加盟に際しての池田町の地域資源は、「北アルプスの眺望と

安曇野の田園里山風景」と「てるてる坊主のふるさと」である。 

・国内外に誇れる素晴らしい景観をＰＲしていく。 

 

（３）芸術･文化のふるさとづくり 

・てるてる坊主のふるさととして施策やＰＲも必要。 

・自治会の高齢化、勤務スタイルの変化で、花見ほたる祭りなどの行祭事の運営が困難になり

つつある。そうした行祭事を支える体制づくりが求められる。 

・十日市場の川会神社に泉小太郎伝説の案内板を設置するなど町の歴史をもっと知ってもらう

工夫がいる。 

 

Ⅳ－２ 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 

・「福祉の里」と言われるほど福祉施策には力を入れてきた。 

 →食の要素を加えた独自性が求められる。 

・食育により子どもの時代から健康で元気な池田町を発信していく。 

 

（２）薬香ハーブの普及促進 

・漢方は高齢者にうける。 

・薬膳料理などハーブと医療との相互の関連性を深めていってはどうか。 

・ハーブの育て方や使い方、薬効などの効能等の講習会を継続的に実施する。 

・カミツレ研究所や夢農場と連携して薬香ハーブの普及促進を図る。 

 

（３）健康的レクリエーションの普及促進 

・クラフトパーク付近に「バンクトラック（自転車競技用の走路）」が整備されている。 

・ウォーキングの他に、サイクリングをもっと普及させてはどうか。 

・サイクリングを楽しめるコース設定をする。 

例：クラフトパーク～東山展望山麓コース～仁科神明宮～浅原六朗文学記念館･池田 八

幡神社～ハーブセンター） 

・「いつ行っても自転車やサイクリングを楽しめる町」として、サイクリングコースのほか、

まちなかに自転車専門ショップを集めて自転車愛好家の人気スポットにするなど、自転車や

サイクリングを絡めた全町的な施策展開が求められる。 

・八寿恵荘で、森林浴や植栽体験、ハーブによるアロマテラピーが楽しめるとよい。 
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・アジア初のビオホテル認証を受けた八寿恵荘と連携し、ここを拠点にハーブを絡めた健康づ

くりを目的とした滞在型プログラムをつくり、それを県内外に情報発信し集客していく。 

  例：大カエデとシラカバの森の散策～入浴～健康講座 

・「健康長寿」をテーマにした塩尻市の信州健康ランドのような集客力のある施設をつくる。 

 

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             

（１）滞在･交流の拠点づくりと機能強化 

・池田町の魅力は、美しい景観、おいしい食べ物、美しい心と言われている。 

・池田町の 大の魅力は東山一帯にある。 

・クラフトパークのロケーションを 大限に活用する。 

・美しい風景の写生や撮影目的でクラフトパークを訪れる人も多い。 

・来訪者を感動させるほど素晴らしい東山からの景色が、まち起こしにつながっていない。 

・クラフトパーク周辺はまだ開発の余地があり、集客増も見込める。 

・創造館の現在の利用状況の把握した上で、住民と来訪者の交流の場としての活用を考える。 

・クラフトパークのリニューアルに向けたワークショップを開催する。 

 ＜クラフトパーク一帯のリニューアルに関する各種アイディア＞ 

 ・花とハーブの咲く公園にする。 

・広場の斜面を利用して大型滑り台をつくる。 

・雨天でも子どもが遊べる場を設ける。 

・入浴施設と宿泊施設が必要。沸かし湯でもよい。 

・ウォーキング後に利用できる入浴施設をつくり、食堂や地物の直売所、クラフト･工芸品

の展示･販売する施設を併設する。 

・創造館を民間委託の温泉保養施設にしてはどうか。 

・クラフト作家が自由に使える工芸室を設ける。 

・クラフトパークまでの公共交通機関による交通手段の確保が必要。 

・来訪者を受け入れるための交通システム（二次交通の問題）を住民で検討する。 

・おもてなし空間を整備し、気軽に滞在できる環境づくりが必要。 

・長時間滞在できるしくみをつくる。 

・農業体験ツアーを企画する。 

・ゲストハウスの取り組みを広げる。 

・空き家をリノベーションして簡易民泊できる施設にする。 

  例：南台にあるゲストハウス 

・農家民宿を増やす具体策が必要。修学旅行生の受け入れも視野に入れていく。 

→現状における農家民宿は町内では１軒、十日市場にある「あぶらや」さんのみ 

・農家民泊の受け入れ側の支援を充実させる。 

・金融機関と連携して農家民宿の開設を支援する。 

・農業体験を含めたふるさと滞在型観光の促進によって移住にまでつながる戦略性が必要。 

・ＤＭＯ（観光地域づくりのプラットフォーム）を導入し、地域オリジナルな観光企画を提案

して実施する。 

・地域資源を活用してお金を回すしくみをつくるために、地域をコーディネートし、マネジメ
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ントできる組織や機能が必要。 

・地域資源を活用して体験型の宿泊施設など他市町村と差別化できる施策展開が必要。 

・国際的な視点を取り入れ、町民の気づきをつくり、地域資源を磨いていく展開が必要。 

・白馬の熱気球や穂高の清流下りなど、人を呼び込むための観光の目玉がいる。 

・インバウンドを含めた交流人口の増加で、雇用創出にもつなげていく。 

・のんびり１日遊んで楽しめる町としてコース設定する。 

  例：大自然を満喫してウォーキングを楽しめる東山と歴史あるまちなか 

  例：仁科神明宮～クラフトパーク（サイクリング） 

  例：大峰高原～町内巡回コース（要所要所に来訪者が立ち寄れる場づくり） 

・南信州観光公社の取り組み 

  例：「桜守の旅 桜案内人と行く南信州名桜物語」 

例：「小京都飯田歴史散策と和菓子探訪の旅」 

例：「南信州名山トレッキング」 

→700 軒の民宿で約 4 万人の来訪者を受け入れている。 

・地元の食品の開発やＰＲ、ワゴン販売など、お金が落ちるしくみづくりが必要。 

  例：軽井沢ぐるっとバル（町中で食べ･飲み･歩くイベント） 

例：イタリアのスローシティの取り組み 

・既存の民間企業の施設等を活用して質の高いイベントを開催する。 

例：福原酒造の日本庭園と蔵のよい雰囲気 

例：会染の山風舎（ストーブ＆クラフトショップ）、あ・うん（レストラン） 

・ワーキングホリデーによる都会の人の徹底的な取り込み 

  例：ワーキングホリデー飯田 

   →受入農家：106 戸、登録者数：1,221 名、56 世帯、114 名が移住 

例：いいやま観光局（観光協会からの機能転換） 

    ・グリーンツーリズムの展開 

    ・市から独立して専属要員の配置 

    ・旅行業登録 

 

（２）多面的な来訪促進策の展開 

・大町市はラジオを通じた積極的な PR を展開しているが、池田町は宣伝不足の面がある。 

・県外者への観光アピール対策に重点化していく。 

・現在、諏訪 SA と駒ヶ根 SA に池田町の紹介パンフレットを置いて、池田町への来訪を促し

ている。 

・大北圏域、安曇野市、長野県などと連携して、四季を通じて各地の地域資源の魅力を相互に

ＰＲしていくしくみが必要。 

・伝統的なお祭りで外から人を呼び込む。 

→例：池田八幡例大祭（9/23、24）は町内や近隣自治体から来訪がほとんど。 

・北アルプスの景観を背景にした農作業風景で PR する。 

・映画やドラマのロケ地にするなどメディアを活用したＰＲが必要。 

・旅行会社に対する地道な営業活動が必要。 
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・案内体制の構築と商品提供窓口を一元化する。 

  例：南信州観光公社（補助金なしの独立採算経営） 

・おもてなしの心で迎え、池田町はいいところだと実感してもらえることが大事。 

 →地元住民が来訪者を快く受け入れる気持ちを育てるための「大人の教育」が必要。 

 

Ⅳ－４ 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 

・人口移動の特徴が類似している松川村との連携が有効ではないか。 

・大北圏域一帯で観光を１日楽しめるような連携した取り組みが必要。 

例：池田町（クラフトパーク、池田町立美術館、東山山麓アルプス展望道路）～大町市（仁

科神明宮、公園アルプスあづみの公園）～松川村（ちひろ美術館）～池田町（ハーブ

センター） 

 

（２）多様な連携の枠組みによる相互の地域活性化 

・広域での観光客の誘客や関係市町村と連携したホームページの開設･運営によるＰＲが必要。 

  例：北アルプス広域連合のホームページ：北アルプス遊・交・学 

・「日本で も美しい村」連合の加盟自治体と全国単位での連携を深化･促進させる。 

例：花をテーマに美瑛町や富良野市と連携した取り組み（物産展など） 

→現在でも県内の加盟自治体とは物産展やスタンプラリーなど連携した取り組みあり 

・かつての「全国池田サミット」の開催自治体との交流を復活させる。 

・てるてる坊主の童謡の作曲家･中山晋平とのつながりで中野市との交流を深める。 

・「カフェ 風のいろ」など安曇野スタイルの取り組みとの連携していく。 

・広域で人の交流、物産（海の幸、山の幸）の交流を深める。 

→教育、文化も含め様々な面で互いに認め合える関係づくり→相互の発展 

・災害時のボランティア派遣をきっかけにした交流の展開を図る。 

・災害時の相互支援も考慮して新たな交流関係を構築していく。 

 

その他                                     

・町内で行う各種イベントの参加費に、施策の実施に対する出資金を組み込み、参加者がその

イベントを楽しみながら、施策の実施に資金面で協力できるようなしかけを通じて、必要な

資金を確保できるしくみがつくられるとよい。 

  例：松本山雅応援バナナ 


