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　≪資料説明　前期基本計画≫

　○赤字は、新年号及び仮称の施設名称である。確定した際に黒字で記入する。

　○成果指標の備考に【戦略】とあるものは、あづみの池田総合戦略から引き継いだ指標。

　○赤枠は審議の際の検討資料であり、計画には入れない。

　　ア　成果指標の「総合戦略目標値」

　　イ　主要施策詳細（基本計画外）

　　　　詳細まで記載すると計画書の分量が多くなる上、年ごとに変更があるため。

　　ウ　町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

　○現状値で枠が黄色いものは、現在平成29年度の数値が出ていないもので、今年

　　度中に確定した所で差し替える。

　○現状値で枠がピンクのもので、平成29年度より前の数値を記入してあるものは、

　　今年度中には算出されないので、そのままの表記とする。

　　（アンケート調査結果、統計調査結果など）



基本目標１ 環境に係る施策

（1）環境の保全活用、修景の促進

（2）治山・治水・利水の推進

（3）環境衛生の向上、資源循環の推進

（4）公園緑地の整備活用

基本目標２ 子育て支援・教育に係る施策

（1）子育て支援、青少年健全育成

（2）保育、幼児・学校教育の充実

（3）生涯学習のまちづくり

（4）生涯スポーツの推進

（5）交流の拡充

基本目標３ 生活基盤の整備・移住定住に係る施策

(1)道路の整備

(2)住宅対策の推進

(3)上下水道の整備

(4)交通の整備

(5)移住定住の促進

基本目標4 産業に係る施策

(1)農業の振興・森林の保全活用

(2)商業の振興

(3)工業の振興

(4)観光の振興

(5)６次産業化の推進

(6)雇用と労働

基本目標５ 福祉と人権に係る施策

（1）住民福祉の向上

（2）保健予防・医療の充実

（3）人権の尊重・男女共同参画の推進

基本目標６ 消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

（1）消防・防災・防犯体制の整備

（2）開かれた町政と協働のまちづくり

（3）財政の健全化

（4）行政の効率化・地域情報化の推進

（5）行政の広域化

第６次総合計画施策の体系(案)　　 　施策数28



1(1)自然環境・修景

基本目標　　１ 環境に係る施策

（１）自然環境の保全活用、修景の促進

基本方針

　美しいまちづくりを意識した環境の保全、修景活動に取り組みます。

　温暖化防止活動や環境負荷の少ないエネルギーを推進し、地球環境保全への意識啓発を図ります。

　保全と開発とのバランスに留意した計画的な土地利用の実現に取り組みます。

現状と課題

・修景も含めた美しいまちづくりへの意識は充分であると言えず、意識向上を図る必要がある。

・町の将来像の実現に向け土地利用調整計画と他計画との調整を図る必要がある。

・再生可能エネルギーの活用について、導入は少数に留まっている。

主要施策

◇美しいまちづくりへの取り組み

　①美しいまちづくりへの町民の意識向上啓発、実施（町づくり推進係）

　②花とハーブで町を彩る修景促進

　③日常的に花･ハーブに親しむ風土づくり（②③花とハーブの里推進係）

　④土地利用調整基本計画に基づく美しい田園風景の保全（町づくり推進係）

　⑤自治会等の環境保全活動支援（耕地林務係）

◇地球環境保全活用への取り組み

　①再生可能エネルギー利用の推進（環境整美係・耕地林務係）

　②特定外来植物駆除による自然保護

　③防犯灯ＬＥＤ化（②③環境整美係）



1(1)自然環境・修景

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

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

82.9％

（2015年）
９０％ 90％

若者・子育て世代アン

ケート結果（町づくり推

進係）【戦略】

花とハーブによる新規

の修景活動･事業の件

数

１件 ４件 1件

5年間合計（花とハーブ

の里推進係）

【戦略】

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 0件 0件

5年間合計（町づくり推

進係）

【戦略】

住宅用太陽光発電シス

テム設置費補助交付件

数

92件 100件
5年間合計

（環境整美係）

成果指標



1(1)自然環境・修景

・美しい町づくり推進計画

・池田町環境美化条例

・国土利用計画（池田町計画）

・池田町都市計画マスタープラン

・池田町の土地利用及び開発指導に関する条例

・池田町土地利用調整基本計画

関係条例・計画（個別計画）

主要施策詳細（基本計画外）

◇美しいまちづくりへの取り組み

　①美しいまちづくりへの町民の意識向上啓発、実施（町づくり推進係）

　　町民行動デー実施

　　美しいまちづくりロゴマーク表記による意識啓発、ＰＲ

　②花とハーブで町を彩る修景促進

　　池田町花とハーブの里づくり事業補助金交付による啓発、推進

　　ハーブセンターハーブ園等の植栽

　③日常的に花･ハーブに親しむ風土づくり（②③花とハーブの里推進係）

　　花とハーブに関する講習会、ワークショップの開催

　④土地利用調整基本計画に基づく美しい田園風景の保全（町づくり推進係）

　　更新時に他計画との調整を図る

　⑤自治会等の環境保全活動支援（耕地林務係）

　　多面的機能支払交付金交付

◇地球環境保全活用への取り組み

　①再生可能エネルギー利用の推進（環境整美係・耕地林務係）

　　住宅用太陽光発電システム設置費補助の促進

　　薪ストーブ導入補助の検討

　②特定外来植物駆除による自然保護

　③防犯灯ＬＥＤ化（②③環境整美係）



1(1)自然環境・修景

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　今ある自然資源を保全・活用した町民と自然がふれあえる環境の整備

〇　自然景観の保全

〇　自然と共存する方法

〇　良好な景観を守るために、土地利用規制、建物形態規制等

〇　土地の有効利用を、町の活力の維持・再生に繋げるための方策

〇　池田町の特色を活かしたまちづくりのための地域整備



1(2)治山治水利水

基本目標　　１ 環境に係る施策

（２）治山・治水・利水の推進

基本方針

　自然環境に配慮した治山・治水対策に取り組み、災害に強いまちづくりを進めます。

　水路を適正に維持管理し、安定した水利を確保していきます。

現状と課題

・東山一帯に土砂災害特別警戒区域※1が多く（土砂流41箇所、急傾斜地の崩壊125箇所）、充分な対策が必要で

ある。

・老朽した水路の改修を行う必要がある。

主要施策

◇治水事業

　①河川の適正な維持管理

　②台風等降雨量増える際の水量調整（①②耕地林務係）

　③河川氾濫防止のため必要に応じ河川改修（耕地林務係、建設管理係）

◇治山事業

　①治山事業の導入を国、県に要望

　②健全な森林づくりを目指し森林整備を推進（①②耕地林務係）

　③砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の促進を国、県に要望（③建設管理係）

◇利水事業

　①水路を適正に維持管理し、安定した水利を確保（耕地林務係）



1(2)治山治水利水

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

東山森林整備面積 ８ha ２０ha

5年間に森林整備協議会

が整備を行った面積

（耕地林務係）

※1【土砂災害特別警戒区域】

土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域

・地域防災計画

関係条例・計画（個別計画）

成果指標



1(2)治山治水利水

◇治山事業

　①治山事業の導入を国、県に要望

　②健全な森林づくりを目指し森林整備を推進（①②耕地林務係）

　③砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業の促進を国、県に要望（建設管理係）

主要施策詳細（基本計画外）

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　土砂災害、水害対策の推進

〇　町民が安心して暮らすことのできる山林整備

〇　山林の整備により生じた林産物の有効活用の推進

〇　安定した上水の供給のための対策

〇　自然と共生した水路整備等

◇治水事業

　①河川の適正な維持管理

　②台風等降雨量増える際の水量調整（①②耕地林務係）

　③河川氾濫防止のため必要に応じ河川改修（耕地林務係、建設管理係）

◇利水事業

　①水路を適正に維持管理し、安定した水利を確保（耕地林務係）

　　地権者の理解を得、農地を集約し、土地改良事業（ほ場整備）を導入し、水路を改修する。



1(3)環境衛生

基本目標　　１ 環境に係る施策

（３）環境衛生の向上、資源循環の推進

基本方針

　生活環境に配慮し、快適な暮らしができるまちづくりを進めます。

　ごみの発生を抑制し、再利用、再資源化を進め、循環型社会を目指します。

現状と課題

・一人当たりの燃えるごみ排出量が、穂高広域施設組合構成市町村の中で一番多い状況が続いており、ごみの分別

や燃えるごみを減らす取り組みが徹底されていない。

・不法投棄は大きく増えることはないが、依然続いている。

主要施策

◇環境衛生向上全般

　①ごみの資源循環推進

　　分別の徹底

　　生ごみ処理機購入補助による活用推進

　　食品ロスの啓発

　②不法投棄抑制（①②環境整美係）

　　不法投棄監視員によるパトロール継続実施。投棄物の早期発見除去。

　③環境公害対策（環境整美係、農政係）

　　啓発による未然防止

　　環境公害への適切な対応



1(3)環境衛生

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

一般廃棄物年間総排出

量

3,082トン

（2016年度）
2,800トン

（環境整美係）

一人当たり燃えるごみ

排出量
140.6kg 135kg 同上

・美しいまちづくり推進計画

・池田町環境保全に関する条例

・池田町環境美化条例

・池田町食育推進計画

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

主要施策詳細（基本計画外）

◇環境衛生向上全般

　①ごみの資源循環推進

　　廃棄物の減量に対する身近な目標づくり

　　分別の徹底

　　生ごみ処理機購入補助による活用推進

　　食品ロスの削減啓発

　　不用になった物を必要な人へ受け渡しができる仕組みの構築

　②不法投棄抑制（①②環境整美係）

　　環境衛生へのモラルを高め、不法投棄防止を啓発。

　　不法投棄監視員によるパトロール継続実施。投棄物の早期発見除去。

　③環境公害対策（環境整美係、農政係）

　　啓発による未然防止

　　環境公害への適切な対応



1(3)環境衛生

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　ゴミの減量化や資源化への更なる取り組み

〇　町民の利便を優先したゴミ処理対策

〇　カラス対策



1(4)公園緑地

基本目標　　１ 環境に係る施策

（4）公園緑地の整備活用

◇施設有効活用

基本方針

　公共施設や住宅地の緑化を進め、緑豊かで憩いの場となる住環境の形成を目指します。

　公園を豊かな観光資源ととらえ、民間の力を活かした事業展開を図ります。

現状と課題

・住まい、子育て環境向上のため緑豊かな公園整備への要望が多い。

・公園を観光振興にもっと有効活用して欲しいとの期待が高まる。

主要施策

◇公園緑地整備

　①都市計画及び社会資本総合整備計画に基づく中心市街地における公園整備（町づくり推進係、総務係、生涯学

習係）

　②公園の適切な維持管理（総務係、建設管理係、生涯学習係、クラフトパーク係）

　③遊具の点検、修繕、更新（福祉係）

　④ボランティアの組織づくり、協働による環境整備（生涯学習係、クラフトパーク係）

　①クラフトパークを観光、生涯学習、子育て支援のため有効活用（観光係、生涯学習係、クラフトパーク係）

　　クラフトパーク振興計画の策定・実施

　　観光イベント開催

　　民間イベント誘致

　　レンタル自転車の導入

　　スケッチ及び美術館鑑賞を目的とする団体客の誘致

　　休憩施設（レストラン）の維持管理、利活用



1(4)公園緑地

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

スケッチ及び美術館鑑

賞を目的とする団体客

の誘致

１団体 ３団体
5年間合計

(クラフトパーク係)

新たな観光事業実施 ー ２事業
5年間合計

(観光係）

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

・社会資本総合整備計画

主要施策詳細（基本計画外）

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　クラフトパークの有効活用と観光資源としての位置づけ

〇　身近な公園の整備と適正な維持・更新・管理

〇　ハーブを活用したまちづくりに必要な整備

◇公園緑地整備

　①都市計画マスタープラン及び社会資本総合整備計画に基づく中心市街地における公園整備（町づくり推進係、

総務係、生涯学習係）

　②公園の適切な維持管理（総務係、建設管理係、生涯学習係、クラフトパーク係）

　③遊具の点検、修繕、更新（福祉係）

　④ボランティアの組織づくり、協働による環境整備（生涯学習係、クラフトパーク係）

◇施設有効活用

　①クラフトパークを観光、生涯学習、子育て支援のため有効活用（観光係、生涯学習係、クラフトパーク係）

　　クラフトパーク振興計画の策定・実施

　　観光イベント開催

　　民間イベント誘致

　　レンタル自転車の導入

　　スケッチ及び美術館鑑賞を目的とする団体客の誘致

　　休憩施設（レストラン）の維持管理、利活用



2(1)子育て・青少年 

基本目標　　２ 子育て支援・教育に係る施策

（１）子育て支援・青少年健全育成

◇出会いから結婚までの支援

基本方針

　結婚、妊娠、子供・子育てにきめ細かい支援を網羅的に行います。

　健やかな成長の基本となる食について、食育推進計画を基に地域を挙げて取り組みます。

現状と課題

・町の出生数が近年50～60人台で推移してきた所、平成28年度は39人と激減した。

・町民アンケート結果に於いて今後町が特に力を入れるべき分野の第１位は子育て支援、少子化対策であり、充分

な対策が求められている。

・全国的に家庭の教育力の低下や、貧困家庭及び発達の特性に偏りのある子どもの増加に対応が求められている。

・健やかな生活リズムを送り、朝食を食べる習慣を、幼少より身につけることが課題である。

・児童センター・放課後児童クラブ・放課後子ども教室での地域と協働の健全育成推進に期待がかかる。

・異年齢を含む外遊びや読書に親しむ機会が減り、ネットトラブルやゲーム実施時間が増え、素性が明らかでない

人との交流が全国に広がる等ネット社会の悪影響が懸念されている。

主要施策

　①若者交流機会の創出（商工係、生涯学習係）

　②出会いサポートの充実・強化（町づくり推進係）

◇子育て支援全般、青少年健全育成

　①経済的サポートの拡充（健康増進係、子ども子育て推進室他）

　②子育て支援の体制強化・環境改善（子ども子育て推進室・児童センター他）

　③虐待防止対策

　④発達に偏りのある子どもへの支援（③④子ども子育て推進室）

　⑤０～３歳までの家庭教育プログラムの策定・実践（子ども子育て推進室、教育委員会）

　⑥妊婦相談、乳児健診時から食育推進（子ども子育て推進室、健康増進係他）

　⑦子育て支援の担い手（祖父母・子育てサポーター等）支援方法スキルアップ（子ども子育て推進室）

　⑧児童センター運営及び、放課後児童クラブ・放課後子ども教室実施による、児童健全育成（児童センター）

　⑨地域子ども見守り体制の充実･強化（環境整美係、学校総務係、保育係）

　⑩ふるさと教育の普及促進（学校総務係）

　⑪学校、保護者、地域、行政が連携した各種青少年育成施策展開、正しいインターネット利用の啓発（子ども子

育て推進室、生涯学習係他）

　⑫子育て企業サポートの普及促進（商工係、生涯学習係）

　⑬子ども読書活動推進計画に沿った親子で本に親しむ機会の創出、充実（生涯学習係、子ども子育て推進室他）



2(1)子育て・青少年 

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

婚姻率（人口千人あたりの

婚姻件数

人口動態統計・毎月人口異

動調査）

3.2‰

（2016年）
5.0‰ ４.３‰

（町づくり推進係）

【包括戦略】

合計特殊出生率
1.42

（2008ー2012）
1.5 1.5

（子ども子育て推進室）

【包括戦略】

２０代、３０代の人口

の純移動数
△40人

プラス

（増加）
△30人

5年間平均（移住定住促

進係）【包括戦略】

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

2件 ４件 ３件

5年間合計

（生涯学習係）

【戦略】

若者交流会の開催頻度 年６回 年２回以上 年６回以上 （生涯学習係）

いけだDI ネットを介し

た成婚者数
２名 10名 ４名

5年間合計

（町づくり推進係）

【戦略】

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%

(2015年度)
50％ 50％

若者・子育て世代アン

ケート結果（子ども子育

て推進室）

【戦略】

子どもの関わる事件・

事故件数
0件 0件 0件

5年間合計（子ども子育

て推進室）【戦略】

「ふるさとガイド」の

育成に資する講座等の

開催頻度(教員対象の歴

史等講座開催数)

１回 年４回以上 年１回以上 （学校総務係）【戦略】

男女が共に働きやす

く、仕事と家庭を両立

しやすい職場環境づく

りに取り組む企業の広

報等での紹介頻度

１回 年２回以上 年１回以上
（商工係・生涯学習係）

【戦略】

成果指標



2(1)子育て・青少年 

関係条例・計画（個別計画）

・池田町子ども子育て支援事業計画

・池田町障害児福祉計画

・池田町食育推進計画

・池田町子ども読書活動推進計画

・笑顔輝く池田町男女共同参画まちづくり条例

主要施策詳細（基本計画外）

◇出会いから結婚までの支援

　①若者交流機会の創出（生涯学習係）

　　「ヤングパワーバンク」等の若者主体のサークル活動の立ち上げ支援

　②出会いサポートの充実・強化（町づくり推進係）

　　「いけだＤＩ（であい）ネット」事業推進、広域的な連携強化

　　イベント・セミナー開催等

◇子育て支援全般、青少年健全育成



2(1)子育て・青少年 

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

※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【産後ケア事業】

出産退院後医療機関、助産院等で母体を保護し育児指導を受けられる事業

※3【ＩＳＳＴ（池田ソーシャルスキルトレーニング）】

人が社会でほかの人と関わりながら生きていくために欠かせないスキルを身につける訓練

　①経済的サポートの拡充（健康増進係、子ども子育て推進室他）

　　不妊・不育症治療費助成、出産・入学祝い金の支給、保育料減免、就学援助費支給、給食費補助、ながの子育

て家庭優遇パスポート加盟店舗拡充支援、ショートステイ事業※1、産後ケア事業※2、ファミリーサポート利用補

助券の交付検討他

　②子育て支援の体制強化・環境改善（子ども子育て推進室・児童センター他）

　　出産から子育ての相談体制強化

　　子育て講座の開催

　　配慮が必要な児童生徒支援他

　③虐待防止対策

　　暴言・暴力によるしつけ・指導をゼロにする啓発他

　④発達に偏りのある子どもへの支援（③④子ども子育て推進室）

　　ＩＳＳＴ（池田ショーシャルスキルトレーニング）※3実施、児童発達支援事業所誘致他

　⑤０～３歳までの家庭教育プログラムの策定・実践（子ども子育て推進室、教育委員会）

　⑥妊婦相談、乳児健診時から食育推進（子ども子育て推進室、健康増進係他）

　⑦子育て支援の担い手（祖父母・子育てサポーター等）支援方法スキルアップ（子ども子育て推進室）

　⑧児童センター運営及び、放課後児童クラブ・放課後子ども教室実施による、児童健全育成（児童センター）

　⑨地域子ども見守り体制の充実･強化（環境整美係、学校総務係、保育係）

　　青色防犯パトロール実施他

　⑩ふるさと教育の普及促進（学校総務係）

　　新規採用、転入教員対象に歴史、自然等を学ぶ講座開催

　　地域の講師が学校に出向き歴史、自然等の講和開催

　⑪学校、保護者、地域、行政が連携した各種青少年育成施策展開、正しいインターネット利用の啓発（子ども子

育て推進室、生涯学習係他）

　⑫子育て企業サポートの普及促進（商工係、生涯学習係）

　　男女がともに働きやすく、仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりの啓発

　⑬子ども読書活動推進計画に沿った親子で本に親しむ機会の創出、充実（生涯学習係、学校総務係、保育係、児

童センター、子ども子育て推進室）



2(1)子育て・青少年 

〇　出会いの場の創出等の結婚促進対策

〇　子育てへのより一層の支援による、定住しやすい魅力づくり

〇　家族の絆を強める家庭教育の推進

〇　高齢者や地域と連携した子育てへの取り組み

〇　子どもと大人が一緒に学ぶことのできる教育環境の構築

〇　家庭保育等への支援の充実

〇　保育園施設の適正な維持・管理と更新

〇　地域で取り組む保育の充実と支援

〇　多様な交流の場、新たな交流の場の提供と支援

〇　青少年が郷土愛を育むことのできる取り組み

〇　新たなリーダーの育成と能力の向上

〇　高等学校を通じた人材育成



2(2)保育、幼児学校教

基本目標　　２ 子育て支援・教育に係る施策

（２）保育、幼児・学校教育の充実

◇保育・教育施策全般

基本方針

　教育大綱で目指す子どもの将来像の実現に向け、保育園から中学校まで一貫した教育理念を共有して取り組みま

す。

　知識の理解の質を高め、資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」を目指します。

　郷土に誇りをもち、豊かな心、健やかな身体を育む施策を展開します。

　困難を抱えた子どもへの、きめ細かな支援を行います。

　生きる力の基本である防災教育、食育推進に努めます。

　安全を最優先としながら、適正な教育施設維持管理を行います。

現状と課題

・保小中の教育は、教育大綱に基づきそれぞれの段階で連携は密にされているが、教育理念を一貫した教育を検討

する必要がある。

・情報化やグローバル化といった社会変化が進む中、学校で何を、どのように学び、何ができるようになるかが問

われている。

・子どもの貧困対策についての取り組みが必要。

主要施策

　①保小中の一貫した教育の体制づくりの推進(保育係、学校総務係)

　②保育・教育施設の在り方検討と計画的な整備・改修（防災対策含　保育係・学校総務係）

　③学力、体力向上施策推進

　④インクルーシブ教育※1の推進

　⑤いじめ防止等の施策推進（③～⑤保育係、学校総務係）

　⑥健やかな体づくりの推進（子ども子育て推進室、健康増進係他）

　⑦キャリア教育※2の推進（保育係、学校総務係）

　⑧防災教育、食育推進計画の実践（保育係、学校総務係他）

　⑨豊かな自然を活かした保育・教育の推進（保育係）

　⑩保育・教育事業実施者に民間業者参入検討（子ども子育て推進室、保育係他）



2(2)保育、幼児学校教

指標名
現状値

（2017度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

認定こども園

待機児童数
０人 ０人 （保育係）

朝食を毎日摂る子ども

（保育園から中学生）

の割合

95.9％

（2016年）

98%

（食育推進計画最終

年度である2021年度

時点）

アンケート結果（保育

係、学校総務係）

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

・池田町教育大綱

・池田町子ども子育て支援事業計画

・池田町食育推進計画

・池田町いじめ防止基本方針

・池田町子ども読書活動推進計画

※1【インクルーシブ教育】障がいのある人がその能力を可能な限り発達させることができる教育の場を提供し

て、障がいのある人とない人がともに学ぶ仕組み。障がいのある人には、一人ひとりの状況に応じた「合理的配

慮」の提供が必要となる。

※2【キャリア教育】将来社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を

実現する力をつけるための教育



2(2)保育、幼児学校教

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

主要施策詳細（基本計画外）

〇　幼少期から自己肯定感を醸成する取り組み

〇　保育ニーズの多様化へのより一層の対応

〇　保育士の確保と待遇の改善

〇　保育園・小学校等の適正な管理による児童等の安全の確保

〇　効率の良い保育園・学校運営の検討

〇　誰もが等しく学ぶことのできる環境の整備

〇　学校教育のあり方の検討

〇　国際感覚を育む教育の推進

〇　ＩＴ技術等を活用した効率的な授業運営による学力の向上

〇　食について考えることのできる教育

〇　地域と連携した学校教育による郷土愛の育成

〇　池田工業高等学校との連携による「人づくり」

◇保育・教育施策全般

　①保小中の一貫した教育の体制づくりの推進(保育係、学校総務係)

　②保育・教育施設の在り方検討と計画的な整備・改修（防災対策含　保育係・学校総務係）

　③学力、体力向上施策推進

　　講師配置等による授業力強化

　　外国語指導助手配置

　　ドリル等教材費公費負担

　　ＩＴ教育の充実

　　保育園及び小学校で運動プログラム実践

　④インクルーシブ教育の推進

　　保育園年長及び小学校１年生対象にセカンドステップ※1実施

　　授業支援としてのＩＴ等活用

　　各小学校に教育支援員、中学校に登校支援員配置

　⑤いじめ防止等の施策推進（③～⑤保育係、学校総務係）

　⑥健やかな体づくりの推進（子ども子育て推進室、健康増進係他）

　　生活リズム付け啓発（早寝・早起き・朝ごはん）

　⑦キャリア教育の推進（保育係、学校総務係）

　⑧防災教育、食育推進計画の実践（保育係、学校総務係他）

　⑨豊かな自然を活かした保育・教育の推進（保育係）

　　信州型自然保育の推進

　⑩保育・教育事業実施者に民間業者参入検討（子ども子育て推進室、保育係他）

※1【セカンドステップ】対人関係のスキル、怒りのコントロールの方法を学ぶ教育プログラム



2(3)生涯学習

基本目標　　２ 子育て支援・教育に係る施策

（３）生涯学習のまちづくり

基本方針

　町民と協働の芸術文化振興、文化施設有効活用に取り組みます。

　文化財の安全な管理、有効活用に取り組みます。

　①文化財管理施設整備【戦略Ⅱ-1(1)】

　②文化財保護活用（①②学校総務係）

◇芸術文化・生涯学習の振興、各文化施設の有効活用

　①芸術・文化のふるさとづくり（学校総務係、生涯学習係、観光係）

　②社会教育推進、公民館分館活動支援

　③地域交流センターでのにぎわい創出

　④生涯学習講座充実

　⑤生涯学習事業　行政主導型から協働型へ運営転換

　⑥住民のニーズに沿った図書館運営（②～⑥生涯学習係）

　⑦浅原六朗文学記念館文化活動（学校総務係）

　⑧創造館、浅原六朗文学記念館の有効活用、文化芸術振興、他機関とも連携した情報発信（生涯学習係、学校総

務係、クラフトパーク係）

　⑨指定管理者による効率的且つ効果的な美術館運営（クラフトパーク係）

現状と課題

・地域交流センターが、芸術文化・生涯学習振興の場として、また多くの人が集い憩う場となるように期待がかか

る。

・芸術文化協会員が高齢化し、会員の減少が懸念されている。

・文化祭や芸能祭への参加者が、固定及び高齢化している。

・町立美術館への町内来館者が減少傾向である。

・山間地を中心に地元で管理が困難となっている文化財の保護活用が求められている。

主要施策

◇文化財の保護活用



2(3)生涯学習

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

社会資本総合整備計画

に基づく各種事業の

進捗率

３０% １００％ １００％
（町づくり推進係）

【戦略】

(仮称）地域交流セン

ター利用者の会加入者
（組織前） 5０人 （生涯学習係）

生涯学習講座参加者数 2,931人 3,000人
5年間合計

（生涯学習係）

生涯学習講座終了後の

サークル化数
4サークル 5サークル （生涯学習係）

サークルと協働で生涯

学習事業を開催した数
2事業 4事業 同上

図書館貸出人数 8,554人 11,000人 同上

浅原六朗文学記念館コ

ンサート開催数
年１回 年１回 同上

美術館入館者数

16,177人

（うち有料入館者数

11,125人）

20,000人

（うち有料入館者数

15,500人）

（クラフトパーク係）

創造館催し開催数 自主開催７
自主開催８

民間開催２
同上

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

６件 ４件 １件

5年間合計（学校総務

係）

【戦略】

成果指標



2(3)生涯学習

主要施策詳細（基本計画外）

関係条例・計画（個別計画）

・池田町教育大綱

・子ども読書活動推進計画

・池田町文化財保護条例

・社会資本総合整備計画

◇芸術文化・生涯学習の振興、各文化施設の有効活用

　①芸術・文化のふるさとづくり（学校総務係、生涯学習係、観光係）

　　芸術・文化的要素を活かしたイベントなど既存の取り組みの拡充、新設

　②社会教育推進、公民館分館活動支援

　　文化祭、講演会、童謡まつり開催

　　分館に出向いての講座、懇談会開催

　③地域交流センターでのにぎわい創出

　　運営への町民サポート体制の構築

　　公民館機能と図書館機能の連携強化

　　作品発表スペース（町民ギャラリーコーナー）活用により、町民が日常気軽に作品を発表できる場の創出

　④生涯学習講座充実

　　時代・住民のニーズをとらえ、生きがいづくりにつながる講座開設

　　文化的な講座開催

　　終了後もサークル化につながる講座を実施

　⑤生涯学習事業　行政主導型から協働型へ運営転換

　⑥住民のニーズに沿った図書館運営（②～⑥生涯学習係）

　　蔵書・資料の充実（児童・高齢者向け、郷土資料、専門分野等要望に沿うように）

　　レファレンスの充実

　　文学に親しみ、来館者増のための各種講座開催

　⑦浅原六朗文学記念館文化活動（学校総務係）

　　浅原六朗資料収集・保存

　　功績を継承する取組

　⑧創造館、浅原六朗文学記念館の有効活用、文化芸術振興、他機関とも連携した情報発信（生涯学習係、学校総

務係、クラフトパーク係）

　　創造館と他機関と連携したイベント開催、民間主催イベント誘致

　⑨指定管理者による効率的且つ効果的な美術館運営（クラフトパーク係）

　　経費効率化

　　民間活力により、魅力的な展示、展開

　　常設展の季節毎の展示替え等充実化

　　効果的な情報発信、他施設との連携、旅行会社への誘客活動

　　来館者アンケート等による利用者ニーズ把握、業務改善指導

　　町内小中学校との連携、美術への感心を高める取組



2(3)生涯学習

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　学び続けることのできる機会の継続的な提供

〇　地域で学び続けるための人材の育成・確保

〇　地域に残された行事を守り、育てる取り組み

〇　高齢者の知識や郷土の良さを伝承する取り組み

〇　地域交流センターの活用のあり方の検討

○　創造館の活性化や美術館の有効利用

◇文化財の保護活用

　①文化財管理施設整備

　②文化財保護活用（①②学校総務係）

　　指定文化財　保護事業補助金交付による保護継承

　　パトロール実施、保管者への助言

　　文化財管理施設での管理

　　各地区祭典等無形文化財調査、照会

　　文化財への感心を高める活動



2(4)生涯ｽﾎﾟｰﾂ

基本目標　　２ 子育て支援・教育に係る施策

（４）生涯スポーツの推進

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

軽スポーツ及びレク

レーション教室年間開

催数

８教室

（2018年度）
１０教室 （生涯学習係）

総合型地域スポーツ倶

楽部「大かえで倶楽

部」会員数

２１４人

（2018年度）
３００人 同上

基本方針

　　町民一人ひとりが豊かで生きがいのある生活を創造するために、スポーツを通して健康で明るいまちづくりを

目指します。

現状と課題

・健康で、生きがいのある生活を送るためにも、スポーツ人口の拡大に期待がかかる。

・住民のスポーツ振興を図るスポーツ指導員の育成、増員が求められている。

・総合型地域スポーツクラブ「大かえで倶楽部」の体制強化のため、指導者育成が課題である。

主要施策

　①施設の適正な維持管理

　②スポーツ事業の充実、健康事業との連携

　③総合型地域スポーツ倶楽部「大かえで倶楽部」の事業支援

　④スポーツへの興味拡大、技術向上のため講演会、講習会開催、学校・地域への支援

　⑤体育協会、スポーツ少年団、各種スポーツ団体へのスポーツ振興、コミュニティづくりへの支援

　⑥松本山雅ＦＣとの連携によるスポーツ振興

　⑦県総合計画地域計画に沿ったサイクルスポーツの振興（①～⑦生涯学習係）

成果指標

◇環境整備、事業展開



2(4)生涯ｽﾎﾟｰﾂ

関係条例・計画（個別計画）

・教育大綱

・スポーツ振興計画

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　町民のスポーツによる健康づくりへの意識改革

〇　健康づくりに取り組むためのメニューの拡充

〇　スポーツを行うための施設の拡充

◇環境整備、事業展開

　①施設の適正な維持管理

　　テニスコート人工芝の張り替え検討

　　必要に応じた改修

　②スポーツ事業の充実、健康事業との連携

　　軽スポーツ、レクリエーション教室開催

　③総合型地域スポーツ倶楽部「大かえで倶楽部」の事業支援

　④スポーツへの興味拡大、技術向上のため講演会、講習会開催、学校・地域への支援

　⑤体育協会、スポーツ少年団、各種スポーツ団体へのスポーツ振興、コミュニティづくりへの支援

　⑥松本山雅ＦＣとの連携によるスポーツ振興

　　ゲーム観戦によるスポーツへの興味拡大

　　学校訪問によるキャリア教育（スポーツをする喜び、目標に向かって努力することの大切さを知る）

　⑦県総合計画地域計画に沿ったサイクルスポーツの振興（①～⑦生涯学習係）

　　マウンテンバイクコース整備

主要施策詳細（基本計画外）



2(5)交流

基本目標　　２ 子育て支援・教育に係る施策

（５）交流の拡充

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

大北圏域以外の都市･

自治体との交流事業
１件 年１件以上 年１件以上

（町づくり推進係）

【戦略】

大北圏域以外の都市･

自治体との交流

交流先数

１箇所 2箇所以上 （町づくり推進係）

基本方針

　他地域との交流により相互理解、文化交流を図ると共に、経済交流による地域活性化を図ります。

　子どもの交流により異なる文化歴史を学び人間関係を広げ、異なる価値観を理解すると共に、自らの地域の良さ

を再認識し愛着を深められるよう促します。

現状と課題

・横浜磯子区岡村西部連合自治会との交流中心者の固定化と高齢化が懸念されている。

　小学生の交流について一部の児童による年一回の相互訪問のみで広がりがない。

・新たな国内外の地域、自治体との交流を望む声が高まるも、実現に至っていない。

主要施策

◇横浜磯子区岡村西部連合自治会との交流

　①小学生年一回相互訪問、インターネットによる交流支援

　②大人の交流支援（①②町づくり推進係）

◇交流の拡大、連携

　①多様な連携の枠組みによる相互の地域活性化（町づくり推進係、農政係、観光係）

　　安曇野地域農産物／特産品輸出と外国人旅行者誘致事業による安曇野市、松川村との連携

　　災害時等の相互応援に関する協定を結んだ自治体と人的交流推進

　②国内外交流検討（町づくり推進係）

　　交流の意義明確化

　　姉妹都市提携の締結も見据えた他自治体との連携検討

成果指標



2(5)交流

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　交流事業の拡充・見直し

〇　交流事業をまちづくりに繋げる取り組み

・池田町教育大綱

関係条例・計画（個別計画）



3(1)道路 

基本目標　　３ 生活基盤の整備・移住定住に係る施策

（１）道路の整備

◇安全で快適な道路環境づくり

基本方針

　長期的視点から道路・橋の整備と老朽化対策を行い、安全性の高い道路環境づくりを推進します。

現状と課題

・高速道路へのアクセス性が低いため、地域高規格道路（松本・糸魚川連絡道路）整備が求められている。

・住環境改善のため、引き続き町道改良が求められている。

・生活の基盤である道路、橋梁の長期計画による整備が必要。

主要施策

　①道路整備等を県に要望

　　・地域高規格道路（松本・糸魚川連絡道路）整備

　　・地域高規格道路整備に関連し（仮称）細野橋整備

　　・県道拡幅

　　・主要地方道大町明科線歩道整備

　②まちなかの住環境の魅力向上・にぎわい再生

　　社会資本総合整備計画による町道整備（町道251号線）

　③長期計画に基づく道路・橋梁整備、老朽化対策

　④町道の整備促進

　　町道拡幅改良

　　町道舗装

　　老朽化箇所　点検補修

　⑤除雪、県道・主要地方道大町明科線歩道除草等による安全な交通確保　（①～⑤建設管理係）

　⑥農道の協働による適切な維持管理（耕地林務係）



3(1)道路 

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

町道拡幅改良 52% 53% （土木係）

修繕を要する橋梁17橋

の内、改修した割合
ー 47%

修繕レベル3以上

の橋梁対象

（土木係）

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

・池田町都市計画マスタープラン

・橋梁長寿命化計画

・社会資本総合整備計画



3(1)道路 

　①道路整備等を県に要望

　　・地域高規格道路（松本・糸魚川連絡道路）整備

　　・地域高規格道路整備に関連し（仮称）細野橋整備

　　・県道拡幅

　　　宇留賀池田線　栂の尾～菅の田間　Ｌ＝２５０ｍ

　　　上生坂信濃松川停車場線未整備区間　中山温泉　Ｌ＝１００ｍ　大曲　Ｌ＝１００ｍ

　　　上生坂信濃松川停車場線　半在家、相道寺地籍の歩道付道路改良　Ｌ＝４００ｍ

　　　三丁目～ 半在家間の県道付替整備検討

　　・主要地方道大町明科線の歩道整備

　②まちなかの住環境の魅力向上・にぎわい再生【戦略Ⅱ-1(1)】

　　社会資本総合整備計画による町道整備（町道251号線）

　③長期計画に基づく道路・橋梁整備、老朽化対策

　　舗装個別施設計画策定・橋梁長寿命化計画改訂遂行による計画的整備

　④町道の整備促進

　　町道拡幅改良

　　町道舗装

　　老朽化箇所　点検補修

　⑤除雪、県道・主要地方道大町明科線歩道除草等による安全な交通確保　（①～⑤建設管理係）

　⑥農道の協働による適切な維持管理（耕地林務係）

　　各地区の農地を維持管理する組織による草刈り等整備、異常気象後のパトロール

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　広域交通網の整備

〇　安全で使いやすい道路の整備

〇　既存道路の適正な維持・管理

〇　バリアフリー・ユニバーサルデザインの道路整備

〇　電柱の埋設化など道路のアメニティ（住み心地の良さ）の向上

〇　広域交通を見据えた道路整備

主要施策詳細（基本計画外）

◇安全で快適な道路環境づくり



3(2)住宅

基本目標　　３ 生活基盤の整備・移住定住に係る施策

（２）住宅対策の推進

指標名
現状値

（2017度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

定住促進住宅等の新規

分譲区画数

（民間開発も含む）

３２区画

（土地開発公社6区

画＋民間26区画）

１００区画 ４０区画
（町づくり推進係、建設

管理係）【戦略】

一般個人住宅の建築件

数
320件 150件

5年間合計

土地利用調整協議※1完

了数（町づくり推進係）

集合住宅の建築件数 ー ５０世帯分
5年間合計

（町づくり推進係）

◇宅地開発、公営住宅施策

基本方針

　美しい田園風景保全に配慮しながら、人口増のため求められる宅地造成を積極的に展開します。

　公営住宅を人口規模に応じ適正に保持し、老朽化対策には長期展望の基計画的な改修に取り組みます。

現状と課題

・町民アンケート等でも、特に若者の住む所が少ないとの声が多く、集合住宅の建築増加や、宅地造成が求められ

ている。

・公営住宅（県営・町営）の老朽化への対応が必要。

主要施策

　①宅地造成推進（建設管理係）

　②民間業者の住宅造成や工場等進出と農地や自然環境の保全とのバランスのとれたまちづくり推進（町づくり推

進係）

　　池田町土地利用及び開発指導に関する条例及び開発事業指導基準要綱の運用及び見直し

　③民間による集合住宅の開発推進と公営住宅検討（町づくり推進係他）

　④池田町公営住宅再生マスタープラン及び池田町公営住宅等長寿命化計画による町営住宅の廃止、改修

　⑤県営住宅　適切な改修、用途廃止も含め再利用について県へ要望（④⑤建設管理係）

成果指標



3(2)住宅

・池田町都市計画マスタープラン

・国土利用計画（池田町計画）

・池田町土地利用調整基本計画

・池田町の土地利用及び開発指導に関する条例

・池田町公営住宅再生マスタープラン

・池田町公営住宅等長寿命化計画

主要施策詳細（基本計画外）

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　区画整理等による良質な宅地の供給

〇　歴史的価値のある家並みや街並みの保存

〇　あづみ病院利用者が活用できる住宅の供給

◇宅地開発、公営住宅施策

　①宅地造成推進（建設管理係）

　　道路インフラ整備等による民間による宅地造成誘導

　　土地開発公社による造成　需要と供給のバランスによる検討

　②民間業者の住宅造成や工場等進出と農地や自然環境の保全とのバランスのとれたまちづくり推進（町づくり推

進係）

　　池田町土地利用及び開発指導に関する条例及び開発事業指導基準要綱の運用及び見直し

　③民間による集合住宅の開発推進と公営住宅検討（町づくり推進係他）

　④池田町公営住宅再生マスタープラン及び池田町公営住宅等長寿命化計画による町営住宅の廃止、改修

　　豊町町営住宅リフォーム

　⑤県営住宅　適切な改修、用途廃止も含め再利用について県へ要望（④⑤建設管理係）

※1【土地利用調整協議】

　池田町の土地利用及び開発指導に関する条例第20条第１項の規定により住宅を建築する際などに、立地可能な区

域であるかどうか協議すること。



3(3)上下水 

基本目標　　３ 生活基盤の整備・移住定住に係る施策

（３）上下水道の整備

◇上水道の整備

基本方針

　安全で安定的な水の供給と、良好な汚水処理により快適な生活環境を維持するとともに、健全で効率的な事業運

営を目指します。

現状と課題

・全水道管の3割が今後20年内に規定の耐用年数を迎えるので、計画的な更新が必要。

主要施策

　①定期的な機器点検、機器更新順位台帳の見直し

　②計画的な施設更新

　③漏水箇所の発見、漏水箇所の迅速な修繕により有収率※1の維持

　④施設維持管理民間委託の継続により業務の質向上を図る（①～④水道係）

◇下水道の整備

　①水洗化促進啓発

　②計画的な施設更新

　　下水道ストックマネジメント計画策定、計画に沿った更新

　③包括的民間委託の継続により業務の質向上を図る

　④下水道処理区域外への対応

　　浄化槽設置希望者への補助継続

　⑤災害時　下水道業務継続計画※2（ＢＣＰ）に沿い迅速な対応（①～⑤水道係）

　　　　　　計画の随時更新



3(3)上下水 

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

 有収率 89.7% 90% （水道係）

水洗化率 91.50% 92% 同上

※1【有収率】

有収量（料金徴収の対象となった水量）を、年間総排水量（配水池から送り出された水の量）で除した率

※2【業務継続計画】災害発生時など人材や資材に制約がある状況下でも、適切に業務を進めるために備えておく

計画。被害想定や、優先すべき業務の整理、人員の配置案などをあらかじめ定めておく。

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　安全で上質な上水の供給

〇　上水道供給の効率化による、水道料金の見直し

〇　計画的な上下水道施設の維持管理

〇　下水道の普及による水環境改善への更なる取り組みが求められている

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

・池田町水道事業の設置等に関する条例

・池田町簡易水道設置条例

・池田町下水道条例

・池田町簡易水道事業経営戦略

・池田町下水道事業経営戦略



3(4)交通

基本目標　　３ 生活基盤の整備・移住定住に係る施策

（４）交通の整備

基本方針

　県内の交通事故死者数の半数以上は高齢者が占めていることから、「交通事故を起こさない・事故に遭わない」

ための啓発強化に取り組みます。

　町営バス運行に関しては、町民が利用し易い運行形態を引き続き追求します。

現状と課題

・高齢化の進行に伴い、高齢者に関わる交通事故対策が課題。

・交通弱者対策について、福祉施策も含め関係機関で広域的に検討し、解決に向け取り組むことが求められてい

る。

主要施策

◇交通安全対策

　①町民大会開催等による意識啓発

　②交通安全運動期間を中心とした啓発（①②環境整美係）

　③より安全な交通環境づくりへの取り組み（環境整美係、建設管理係、学校総務係）

　　必要な対策について県公安委員会へ要望

　　通学路の安全点検、危険箇所対策

　　路面標示補修

　　町道の交通安全施設整備

　　地区交通安全協会と協力した取組

　④交通事故被害者救済支援

　　交通災害共済掛金の全町民分負担

　⑤池田町運転免許自主返納支援事業（④⑤環境整美係）

◇町営バス運行関係

　①利便性向上のため運行時刻改正・経路設定

　　鉄道の運行に合わせた運行時刻改正

　　病院受診や買い物に配慮した経路設定

　②割引回数券発行、定期券購入について、交通弱者及び通学者への支援制度継続（①②環境整美係）

◇交通弱者対策

　①現状把握・共有、支援策検討（環境整美係、包括支援セ、町づくり推進係）



3(4)交通

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

人身事故の発生件数 24.4件 20件以下
5年間平均

（環境整美係）

◇交通安全対策

　①町民大会開催等による意識啓発

　②交通安全運動期間を中心とした啓発（①②環境整美係）

　③より安全な交通環境づくりへの取り組み（環境整美係、建設管理係、学校総務係）

　　必要な対策について県公安委員会へ要望

　　通学路の安全点検、危険箇所対策

　　（学校、ＰＴＡ、警察、教育委員会、交通安全担当係、道路管理者で「通学路安全推進会議」を設置し、定期

的に合同で通学路安全点検を行い危険箇所改善に向け対応策を検討、対処及び関係機関に改善依頼をする。）

　　路面標示補修

　　町道の交通安全施設整備

　　地区交通安全協会と協力した取り組み

　④交通事故被害者救済支援

　　交通災害共済掛金の全町民分負担

　⑤池田町運転免許自主返納支援事業（④⑤環境整美係）

主要施策詳細（基本計画外）

成果指標

◇町営バス運行関係

　①利便性向上のため運行時刻改正・経路設定

　　鉄道の運行に合わせた運行時刻改正

　　病院受診や買い物に配慮した経路設定

　②割引回数券発行、定期券購入について、交通弱者及び通学者への支援制度継続（①②環境整美係）

◇交通弱者対策

　①現状把握・共有、支援策検討（環境整美係、包括支援セ、町づくり推進係）



3(4)交通

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　公共交通の充実

〇　交通弱者に配慮した公共交通の充実

〇　高齢者の安全な移動手段の確保と多様化

〇　新たな移動手段に対応した利便の向上

〇　景観に配慮した交通環境の整備

〇　交通環境の改善による訪れやすい池田町の構築



3(5)移住定住 

基本目標　　３ 生活基盤の整備・移住定住に係る施策

（５）移住定住の促進

　①移住情報の積極的な発信

　②空き家等の利活用促進

　③移住準備住宅活用

　④子育て世代の親元近居支援

　⑤新規就労支援等移住サポートの充実（①～⑤移住定住促進係、各担当係）

　⑥移住推進協議会による政策形成

　⑦ライフステージに応じた町内住み替え円滑化のしくみづくり（⑥⑦移住定住促進係）

◇移住定住への支援　空家の利活用

基本方針

　多くの方が町の魅力を知り、愛着を持っていただくための取り組み、住まいへの支援、就業への相談等を行い、

移住定住を促進します。

現状と課題

・移住定住推進に於いて、知名度が低いことや住まいの賃貸物件が少ないことは、マイナス要因になっている。

・若い世代の移住希望者および新卒者のＵターンに対する充分な就業支援が求められている。

・起業しやすい環境づくりが必要である。

・移住者の住まいのため空き家の利活用を促進する必要がある。

主要施策



3(5)移住定住 

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

移住者向けの情報発信

ツールの作成
1件 1件 5件

5年間合計（移住定住促

進係）【戦略】

空き家等の利活用に関

する相談件数
20件 年5件以上 年20件以上

（移住定住促進係）【戦

略】

空き家等の改修件数 5件 年2件以上 年10件以上 同上

移住準備住宅整備 2件 １件以上 5件
5年間合計（移住定住促

進係）【戦略】

親元近居移住助成頻度 ０件 年５件以上 年8件以上
（移住定住促進係）【戦

略】

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

21件 年10件以上 年20件以上 同上

行政が係る移住実績 ８件 24件 （移住定住促進係）

住み替え円滑化のしく

みに基づく住み替え事

例

０件 １件以上 １件以上
5年間合計（移住定住促

進係）【戦略】

地区別の人口増減率が

マイナス10％以下の地

区数

１２地区

（2010-2015年）
５地区 10地区 同上

成果指標



3(5)移住定住 

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　少子高齢社会におけるまちづくりのあり方の検討

〇　町の魅力と住みやすさを向上させるための取り組み

〇　多様な移住へのきっかけづくり

〇　移住者への初期段階での支援のあり方の検討

〇　移住者にとっての住み心地の良さに関する検討

〇　移住者のネットワークを活かした移住の促進への取り組み

〇　移住者の仕事の確保

〇　若者定住のきっかけづくりと町の魅力の向上

〇　若者定住促進住宅などの提供

〇　若者世代のＵターンを促すための取り組み

〇　海外も含めた多様な移住への取り組み

〇　若者が移住・定住するための賃貸住宅や住宅地の供給

〇　空き家を有効に活用するための施策の充実

　①移住情報の積極的な発信【戦略Ⅱ-3(1)】

　　多様な情報発信

　　楽園信州（長野県の移住推進機関）等開催の移住セミナーへの参加

　　移住希望者へ体験ツアー実施

　②空き家等の利活用促進【戦略Ⅱ-2(1)、Ⅱ-2(2)】

　　空き家バンク活用による空き家物件利活用の促進

　　定住促進住宅取得事業補助金、移住定住居住環境整備事業補助金活用

　③移住準備住宅活用【戦略Ⅱ-2(1)】

　④子育て世代の親元近居支援【戦略Ⅱ-3(3)】

　　補助金交付

　⑤新規就労支援等移住サポートの充実【戦略Ⅱ-3(2)】（①～⑤移住定住促進係、各担当係）

　⑥移住推進協議会による政策形成【戦略Ⅱ-2(2)】

　⑦ライフステージに応じた町内住み替え円滑化のしくみづくり【戦略Ⅱ-2(3)】（⑥⑦移住定住促進係）

　　住み替え実施のための情報収集、提供

主要施策詳細（基本計画外）

◇移住定住への支援　空家の利活用



4(1)農業・森林活用

基本目標　　４ 産業に係る施策

（１）農業の振興・森林の保全活用

◇森林資源の維持と活用

　①森林を集約化・松くい虫被害防除対策推進

　②森林整備補助について県に要望継続

　③企業等との連携による森林の整備と利活用（①～③耕地林務係）

基本方針

　効率的で安定した農業経営ができるよう、農地集積・基盤整備等に取り組みます。

　地域農業の維持発展を図るため、新規就農者をはじめとした農業の担い手の確保・育成を推進します。

　健全な森林の維持や景観を維持するための取組を実施します。

　①農地中間管理事業推進による農地の集積、集約化

　②地域農産物の高付加価値化促進

　③鳥獣被害防止対策（①～③農政係）

　④担い手の確保と優良農地の保全・継承（農政係、移住定住促進係）

現状と課題

・米価の低迷、農業従事者の高齢化及び後継者不足が懸念されている。

・効率的かつ安定的な農業経営を図る必要がある。

・自然景観保全のためにも農業の維持発展へ期待がかかる。

・野生動物による農作物被害対策が急務。駆除従事者の高齢化、減少が誘因となっている。

・松くい虫被害が拡大している。

・森林整備事業の遅れが懸念されている。

主要施策

◇農業担い手確保と経営安定化



4(1)農業・森林活用

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

県営事業導入によるほ

場整備面積
０ｈａ

６３ｈａ

(内ブドウ畑６ｈａ)
（耕地林務係）

新規銃猟者数 0名 ５名 （農政係）

10～40代の新規就農者

数
2名 10名 10名

5年間合計（農政係）

【戦略】

・人・農地プラン

・池田町鳥獣被害対策実施隊設置条例

・池田町病害虫防除条例

成果指標

関係条例・計画（個別計画）



4(1)農業・森林活用

◇森林資源の維持と活用

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　地産地消の推進

〇　農業の効率化による収益改善への取り組み

〇　特色ある農業への取り組み

〇　農業生産を維持するための人材の確保

〇　農村環境を維持・活用するための方策

○　遊休農地や休耕田の利活用、耕作放棄地の整備

○　獣被害の防止

〇　林業の効率化による収益改善への取り組み

〇　林業を身近に感じることのできる取り組み

〇　森林や里山の適正な管理の推進

〇　林業を維持するための人材の確保

〇　松くい虫被害の拡大への適正な対応

　①松くい虫被害防除対策推進、被害材・未被害材の用途に応じた利活用検討

　　間伐、更新伐による整備

　②森林整備補助について県に要望継続

　③企業等との連携による森林の整備と利活用（①～③耕地林務係）

　　森の里親促進事業円滑な遂行

主要施策詳細（基本計画外）

◇担い手確保と経営安定化

　①農地中間管理事業推進による農地の集積、集約化

　②地域農産物の高付加価値化促進

　③鳥獣被害防止対策（①～③農政係）

　　電気柵の整備、維持管理

　　新規銃猟者確保のための支援策検討

　④担い手の確保と優良農地の保全・継承（農政係、移住定住促進係）

　　有害・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

　（桑産業従事支援含）



4(2)商業

基本目標　　４ 産業に係る施策

（２）商業の振興

基本方針

　多方面と連携した経営支援により、商業活性化を図ります。

　まちなかの賑わい拠点施設及び空き店舗を活用した起業支援により雇用を生み、住む人が増え、町が潤うことを

目指します。また、同施設利用による事業が活性化し、人々の交流が進むよう取組みます。

主要施策

◇商業振興・起業への支援

　商工会、他機関と連携しての取り組み

　　①企業への総括的・創業・産業支援体制の強化

　　②条例に基づく助成（①②商工係）

　　③空き店舗及び既存商店街活性化対策、買い物がしやすい環境づくりの検討実施（商工係、移住定住促進係）

　　④まちなかの賑わい拠点施設「シェアベースにぎわい」活用によるまちなか賑わい、農産物加工品の開発販

売、起業支援（商工係）

　　⑤創業支援計画に基づく商工会と連携した起業相談と支援の強化（商工係、移住定住促進係）

　　⑥創業セミナーの開催

　　⑦中小企業・小規模事業者振興円卓会議での課題解決のための検討（⑥～⑦商工係）

現状と課題

・町内商店の利用が減少傾向である。インターネットによる購買の普及等多様な要因がある。

・中小企業・小規模事業者振興条例が制定されても、有効的な施策が取られていない。

・まちなかの賑わい拠点施設へまちなか賑わい、農産物加工品の開発販売及び起業活性化への期待がかかる。

・空き店舗利用の促進を図る必要がある。



4(2)商業

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

年間商品販売額 約91億円

（2014年度）
100億円 100億円

(経済センサス活動調査

商工係)

【包括戦略】

地元滞留率
9.10％

(2015年現在)
12%

（商工係）

全品目の平均値

町内での起業件数 3件 ４件 5件
5年間合計（商工係）

【戦略】

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 ４事業所 ４事業所

（商工係）

【戦略】

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％

（２０１５年）
10% 10％

アンケート結果（商工係）

【戦略】

・池田町商工業振興条例

・池田町中小企業・小規模事業者振興基本条例

・池田町創業支援事業計画

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

主要施策詳細（基本計画外）

◇商業振興・起業への支援

　商工会、他機関と連携しての取り組み

　　①企業への総括的・創業・産業支援体制の強化

　　②条例に基づく助成（①②商工係）

　　③空き店舗及び既存商店街活性化対策、買い物がしやすい環境づくりの検討実施（商工係、移住定住促進係）

　　④まちなかの賑わい拠点施設「シェアベースにぎわい」活用によるまちなか賑わい、農産物加工品の開発販

売、起業支援（商工係）

　　⑤創業支援計画に基づく商工会と連携した起業相談と支援の強化(移住定住促進係）

　　定住促進住宅取得事業補助金、移住定住居住環境整備事業補助金活用支援

　　⑥創業セミナーの開催

　　⑦中小企業・小規模事業者振興円卓会議での課題解決のための検討（⑥⑦商工係）



4(2)商業

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　まちなかの商業の再生による利便の向上

〇　町内で買い物したくなるような方策の推進

〇　商業での起業支援の見直しや拡充

〇　空き店舗の有効活用によるまちなかの再生

〇　ブランド品の拡充や有効なＰＲ方法の検討

〇　新たな形態のサービスへの的確な対応

〇　従来とは異なる生産形態を有した企業等の誘致



4(3)工業

基本目標　　４ 産業に係る施策

（3）工業の振興

基本方針

　積極的な企業誘致・町内企業支援により地域の活性化を図ります。

主要施策

◇企業誘致・町内企業支援

　①新規企業の適正な立地誘導（空き工場活用含）

　②工場を新設、増設、創業する際の補助交付による支援

　③企業誘致と既存企業の生産力向上のため、池田町工場誘致条例改正検討（①～③商工係）

　　条例で定める工場の規模等に対する補助要件緩和

現状と課題

・大手企業撤退等による、働く場の減少が懸念されている。

・工場を新設、増設、創業する際、池田町工場誘致条例で定義する工場の要件が大規模の工場対象となっており、

中小事業所では補助につながりにくくなっている。



4(3)工業

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

製造品出荷額等

(H25工業統計調査)
約１８１億円

（2014年度）
200億円

190億円

(計画期間の平均値)

（工業統計調査　商工

係）

【包括戦略】

新規の企業誘致件数 １件 １件以上 １件以上
5年間合計（商工係）

【戦略】

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

４事業所 ４事業所 ４事業所
（商工係）

【戦略】

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　従来とは異なる生産形態を有した企業等の誘致

〇　若者定住のための企業育成や誘致

〇　自然エネルギーの活用など新たな可能性の検討

〇　工業用地の有効活用の検討

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（地域未来投資促進法）に基づく長野県

北アルプス地域基本計画

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する

条例

・池田町工場誘致等に関する条例

・池田町中小企業・小規模事業者振興基本条例

・池田町創業支援事業計画

成果指標

関係条例・計画（個別計画）



4(4)観光

基本目標　　４ 産業に係る施策

（４）観光の振興

基本方針

　町の資源を活かし、体験・滞在型の観光プログラムを確立し、様々なメディアで特徴ある情報発信を行い、海

外を含め多方面からの観光客誘致に取り組みます。

　広域的な事業展開や、地域住民や業者主導による観光産業推進を促します。

主要施策

　①観光資源、認知度向上

　②美しい田園風景の保全とビューポイント整備

　③観光地への道順案内 まちなかサイン整備

　④健康的レクリエーションの普及促進（①～④観光係）

　⑤滞在・交流の拠点づくりと機能強化（観光係・クラフトパーク係）

　⑥多面的な来訪促進策の展開（観光係・町づくり推進係）

　⑦民間主催イベント誘致（観光係）

◇観光資源を活かした事業展開

現状と課題

・知名度の高い土産品や宿泊施設が少なく、観光消費額が伸びにくくなっている。

・健康的なスローライフをベースとした滞在型観光振興が充分とは言えず、更なる取り組みが求められている。

・安曇野市・白馬村等への外国人旅行者が増え、町への誘客に期待がかかる。

・しあわせ信州創造プラン２.０（長野県総合5か年計画）に沿ったサイクルツーリズム推進が求められている。



4(4)観光

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

観光利用者延数
401,394人

（1-12月）
50万人 50万人

観光地利用者統計調査（長野

県）

（観光係）

【包括戦略】

観光協会への問い合わ

せ件数

2,700件

（1-12月）
3,000件 3,000件

（観光係）

【戦略】

観光消費額単価 約350円 500円 800円

｛観光地利用者統計調査（長

野県）観光係｝

【戦略】

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

0件 2件 4件
5年間合計（観光係）

【戦略】

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

48,953人

（1-12月）
５６，０００人 ５６，０００人

（クラフトパーク係）

【戦略】

農家民宿の新規開設軒

数
2件 3件 3件

5年間合計（観光係）

【戦略】

観光地利用者の延宿泊

客数

1,710人

（1-12月）
3,000人 3,000人 同上

町内主要観光施設等に

おけるWi-Fi の設置箇

所数

3箇所 3箇所 10箇所

5年間合計

（町づくり推進係、観光

係）

【戦略】

年間外国人旅行者数
500人

（1-12月）
1,000人 （観光係）

外国人旅行者年間観光

消費額

130万円

（1-12月）
270万円 同上

民間によるイベント開

催数
7行事 14行事 同上

ツアーバス対応可能な

全ての民間施設
5施設 9施設 同上

成果指標



4(4)観光

◇広域的な事業展開、地域住民や業者主導による観光産業推進

　①観光資源、認知度向上

　　情報発信強化

　　高速道路サービスエリア、近隣市町村宿泊施設への積極的情報発信による町内への観光客誘導

　　町外宿泊施設とのイベントタイアップ

　②美しい田園風景の保全とビューポイント整備

　③観光地への道順案内 まちなかサイン整備

　④健康的レクリエーションの普及促進（①～④観光係）

　　ウォーキングコース整備・イベント開催

　　サイクルツーリズムの推進・マウンテンバイクコース整備

　⑤滞在・交流の拠点づくりと機能強化（観光係、クラフトパーク係）

　　クラフトパーク振興計画の策定及び実施

　　ゲストハウス、ハーバルヘルスツーリズムの拠点施設との連携

　⑥多面的な来訪促進策の展開（観光係、町づくり推進係）

　　海外プロモーション、案内サイン整備、広域的事業展開、受入体制づくり

　⑦民間主催イベント誘致（観光係）

主要施策詳細（基本計画外）

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　滞在型観光への対応のために宿泊施設の拡充

〇　ハーブを有効に活用した観光のあり方の検討

〇　恵まれた北アルプスの眺望景観や自然環境を、観光に活かす取り組み

〇　観光を振興するためのブランドの構築

〇　新たな体験型観光のための施設整備の検討

○　ハーブセンター及び道の駅のトイレ、駐車場整備



4(5)6次産業

基本目標　　４ 産業に係る施策

（５）６次産業化の推進

基本方針

　６次産業活性化・販路拡大により地域農業の維持発展、新たな産業創出、インバウンドも含む観光事業発展を図

ります。

主要施策

◇農業を基盤とした農産業の育成・創出

　①ハーバルヘルスツーリズムの推進

　　（ハーブを中心に豊かな自然の中、健康の増進や回復に主眼を置いた旅行・観光）

　②町民向けハーブ関連講座開催

　③薬香ハーブの普及促進（①～③花とハーブの里推進係）

　④ワインのブランド力強化（農政係、耕地林務係、観光係）

　⑤特産品の新規開発促進・販路確保（商工係）

現状と課題

・人口減少に伴い、国内市場が減っている。

・「花とハーブの里」としての取組みが地域へも定着し、更に発展するよう求められている。

・ワインのブランド力を強化する必要がある。

・特産品の安定的な生産、販路拡充に期待がかかる。



4(5)6次産業

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

ハーブセンターの利用

者延数

194,684人

（1-12月）
32万人 25万人

（観光係）

【戦略】

ハーブの薬香に関する

ガイドブック等、周知

資料の作成

ー １件 １件

5年間合計（花とハーブ

の里推進係）

【戦略】

ワイン用ぶどうの栽培

面積
33.8ha 30ha 41.4ha

5年間合計（耕地林務

係）【戦略】

民間ワイナリー建設数 0箇所 2箇所
5年間合計

（農政係）

特産品の新規商品化数 ３品目 ４品目 ４品目
5年間合計（商工係）

【戦略】

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

・池田町食育推進計画



4(5)6次産業

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　第６次産業化の推進

〇　ハーブを活用した産業振興

　①ハーバルヘルスツーリズムの推進

　（ハーブを中心に豊かな自然の中、健康の増進や回復に主眼を置いた旅行・観光）

　②町民向けハーブ関連講座開催

　③薬香ハーブの普及促進（①～③花とハーブの里推進係）

　　ハーブの薬効に関するガイドブック作製

　　栽培・料理講習会

　　ハーブセンターバーブ園を核とした事業展開

　④ワインのブランド力強化（農政係、耕地林務係、観光係）

　　ワイン用ぶどうの生産面積拡大

　　ワイナリー希望者の把握・支援

　　ワイン祭り開催

　⑤特産品の新規開発促進・販路確保（農政係・商工係）

　　地域と連携した特産品開発、広域連携による海外輸出プロモーションの展開、インバウンド誘客他

主要施策詳細（基本計画外）

◇農業を基盤とした農産業の育成・創出



4(6)雇用と労働

基本目標　　４ 産業に係る施策

（６）雇用と労働

基本方針

　ものづくりの心・技・場を継承し、ふるさと産業発展に取り組みます。

　就業機会の拡大・安定を図り人口減少抑制を促します。

主要施策

◇人材育成・事業継承

　①小中学生へ「ふるさと学習」、「ふるさと学習支援塾」等キャリア教育（学校総務係）

　②人材育成・事業継続支援の充実・体制強化

　③若い世代と地元企業をつなぐ機会やしくみづくり（②③商工係）

　④池田工業高校と地元企業との連携強化（商工係・学校総務係）

　⑤新規就労支援等移住サポートの充実（移住定住促進係・商工係）（商工係）

　⑥長野県制度「社員の子育て応援登録制度」周知啓発等仕事と家庭両立支援・働き方改革への取り組み

　⑦シルバー人材センターの活動支援による高齢者の就業機会確保（⑥⑦商工係）

現状と課題

・統計上、近年特に20代男性の町外への転出が増加しており、地元への就業対策が求められている。

・主要な機械加工事業者の人手不足が懸念されており、安定的な事業継承が求められている。

・勤労者の福利厚生、労働環境整備（女性・高齢者含む）を図る必要がある。

・池田工業高校におけるデュアルシステムへの支援による人材育成強化が、引き続き求められている。

・退職後の収入を得る場として及び、日常生活等で有料で労働力を得る手段として、シルバー人材センター振興が

求められている。



4(6)雇用と労働

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

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

23.1％

(2015年現在)
30% 30%

高校生アンケート結果

（商工係）

【戦略】

町内就業者人数
205人(年平均51人）

（2015-2018）

累計210人

（年平均42人）

累計275人

(年平均55人）
(商工係）

各種研修の開催頻度 年７講座 年６講座 年６講座 同上

・池田町中小企業・小規模事業者振興基本条例

・池田町創業支援事業計画

成果指標

関係条例・計画（個別計画）



4(6)雇用と労働

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　働く場の確保と魅力向上

〇　サテライトオフィスなど新たな労働形態への対応

〇　高齢者の雇用の場の確保

〇　生産性の向上による、働き方の改革

　①小中学生へ「ふるさと学習」、「ふるさと学習支援塾」等キャリア教育（学校総務係）

　②人材育成・事業継続支援の充実・体制強化

　　地元企業の優れた技術等の魅力を情報発信

　　イノベーション意識を啓発する（変化に注目し、顧客にとっての新しい価値と満足を『創る』こと）

　　商工会へ専門コーディネーターの配置

　　人材育成セミナー等の開催

　　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

　　起業に関する各種情報提供や相談窓口の設置

　③若い世代と地元企業をつなぐ機会やしくみづくり（②③商工係）

　　企業合同説明会の開催

　　企業ガイドブック作成・配布

　④池田工業高校と地元企業との連携強化（商工係・学校総務係）

　　池田工業高校デュアルシステムの推進

　　池田工業高校の取り組み支援、情報発信

　⑤新規就労支援等移住サポートの充実（移住定住促進係・商工係）

　　広域的な就労先の情報提供を行える体制づくり

　⑥長野県制度「社員の子育て応援登録制度」周知啓発等仕事と家庭両立支援・働き方改革への取り組み

　⑦シルバー人材センターの活動支援による高齢者の就業機会確保（⑥⑦商工係）

◇人材育成・事業継承

主要施策詳細（基本計画外）



5(1)住民福祉の向上

基本目標　　５ 福祉と人権に係る施策

（１）住民福祉の向上

◇地域福祉の充実・共通施策

　①地域づくりの実践と活動の体制づくり（包括支援セ）

　②保健・医療の推進（福祉係、地域包括セ、健康増進係）

　③成年後見制度の普及啓発・支援（地域包括セ）

　④ひきこもりがちの方及び家族への相談、支援

　⑤生活困窮者への経済的・自立支援（④⑤福祉係）

◇高齢者福祉の充実

現状と課題

・町の高齢化率が38.0％（住民基本台帳：平成30年4月1日現在）となり、更に増加が予想されている。

　｛参考：全国及び県の高齢化率28.9％（県年齢別人口推計：平成26年4月1日現在）｝

・地域共生社会※1の構築が求められている。

・福祉空間施設※2等を利用した高齢者を中心に住民が集う機会の増加と、支援者の連携強化が求められている。

・介護人材の不足が懸念されている。

・ひきこもりの方への広域連携による継続した対応が求められている。

基本方針

　地域包括ケアシステム※1の概念を高齢者に限定せず、地域共生社会※2の構築をめざし、より良い支援が出来る

よう努めます。

　ひきこもりの方への対応は、一人ひとりの心に寄り添いながら、社会とのつながりを持ち就労に結び付けられる

よう、広域的に連携して取り組んでいきます。

主要施策

　①地域包括支援体制の強化

　　相談支援体制の充実、生活支援体制強化等

　②高齢者向け産業の創出支援

　③介護サービス事業所を併設した住まい誘致検討（①～③包括支援セ）

◇障害者福祉の充実

　①障害福祉サービスの充実、基盤整備

　②自立・就労支援の充実

　③地域生活への移行

　④相談支援体制の強化（①～④福祉係）



5(1)住民福祉の向上

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

認知症サポーター数
855名

（2017年度末）
1,500名

100名／年

（包括支援セ）

高齢者介護・福祉サー

ビス事業新規開業件数
ー 2件 １件

5年間合計（包括支援

セ）【戦略】

「まいさぽ」のサービ

ス利用者数
７件 年5件以上 年15件以上

（福祉係）

【戦略】

地域生活への移行者数 ０件 １件

5年間合計

（福祉係）

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

※1【地域包括ケアシステム】

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができる

ような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すシステム

「介護」、「医療」、「予防」という専門的なサービスと、その前提としての「住まい」と「生活支援・福祉サー

ビス」が相互に関係し、連携しながら在宅の生活を支える。

※1【地域共生社会】

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が

事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく社会

※2【福祉空間施設】

地域医療介護総合確保基金事業補助金による高齢者支えあい拠点施設

・池田町地域福祉計画

・池田町老人福祉計画

・池田町障害者計画・池田町障害福祉計画・池田町障害児福祉計画



5(1)住民福祉の向上

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　高齢者の暮らしやすさの向上

〇　高齢者福祉を充実・効率化するための施設等の整備

〇　地域で高齢者を見守る体制づくり

〇　高齢者がいきいきと暮らし続けることのできる体制整備

主要施策詳細（基本計画外）

◇障害者福祉の充実

　①障害福祉サービスの充実、基盤整備

　②自立・就労支援の充実

　　ハローワーク、まいさぽ等と連携、一般就労の場の拡大を図る

　③地域生活への移行

　④相談支援体制の強化（①～④福祉係）

◇地域福祉の充実・共通施策

　①地域づくりの実践と活動の体制づくり（包括支援セ）

　　地域住民が気軽に集える場所「小さな拠点」整備、集いの開催

　②保健・医療の推進（福祉係、地域包括セ、健康増進係）

　　介護・障がい予防、早期発見・支援、健康寿命延伸等

　③成年後見制度の普及啓発・支援（地域包括セ）

　④ひきこもりがちの方及び家族への相談、支援

　⑤生活困窮者への経済的・自立支援（④⑤福祉係）

◇高齢者福祉の充実

　①地域包括支援体制の強化【戦略Ⅱ-1(2)】

　　相談支援体制の充実、本人・家族・医療介護支援者等の顔が見える関係づくり

　　介護者負担軽減・健康向上

　　集いの場、介護予防教室実践の場として「小さな拠点」「福祉空間」活用

　　生活支援コーディネーター配置等による生活支援体制強化

　②高齢者向け産業の創出支援【戦略Ⅰ-3(2)】

　③介護サービス事業所を併設した住まい誘致検討【戦略Ⅱ-2(3)】（①～③包括支援セ）



5(2)保健・医療

基本目標　　５ 福祉と人権に係る施策

（２）保健予防・医療の充実

基本方針

　健康長寿な町をめざし、幼少期から健全な生活習慣が身に付くよう、医療・福祉・教育機関等様々な機関と連携

して予防活動に取り組みます。

　健康づくりの基本となる食を大切にし、心身共に健やかな毎日が送れるよう、地域を挙げて食育を進めます。

現状と課題

・介護や医療の面からみて、脳血管疾患、心疾患、慢性腎臓病予防が課題。これらの基礎疾患である高血圧、糖尿

病、脂質異常症を健診・保健指導を通して改善していく必要がある。

・生活習慣病の低年齢化が懸念されている。

・若年層の検診受診への意識が低く、食生活も乱れがちである。

・必要なときに必要な医療サービスが受けられるよう、地域医療の充実が求められている。



5(2)保健・医療

主要施策

◇健康づくりの取り組み

　①健康づくりの全町的な意識啓発、保健活動

　　母子保健～成長期　生活リズムや食事の学習

　　大北地区小児生活習慣病予防ガイドラインに沿った取り組み、親子への正しい生活習慣づ

    くりへの意識啓発

　　成人保健　若い世代から健康づくりへの意識啓発

　　特定健診　予防可能な生活習慣病からの重症化予防のため受診率向上の取り組み

　　各年代　健診結果説明等により生活習慣の改善、早期治療の必要性の啓発

　　地区等での学習会、町全体で健康セミナーの開催

　②食育推進計画実践（①②健康増進係、子ども子育て推進室他）

　③感染症予防対策（健康増進係）

◇地域医療の充実

　①第2期信州保健医療総合計画、第７次長野県保健医療計画に沿った、各機関連携した地域医療を充実させる取

り組み（健康増進係）



5(2)保健・医療

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

健康をテーマにした各

種講習･講座の新規立

ち上げ件数

１件 4件 １件
5年間合計（健康増進

係）【戦略】

ヤング健診受診率（国

民健康保険課加入の２

０歳～３９歳）

19% 30% （健康増進係）

特定健診受診率
67.3％

（2016年度）
68% 同上

特定健診による重症化

予防対象者の割合
25.40% 20% 同上

８０万円以上のレセプ

トに占める循環器疾患

の割合

35% 30% 同上

２号被保険者※1要介

護認定率
0% 0.25% 同上

バランス良く食べる人

の割合

48.5%

（2016年度）

55%

（食育推進計画最終

年度である2021年度

時点）

アンケート結果

（健康増進係）

成果指標



5(2)保健・医療

※1【２号被保険者】

介護保険の制度で、４０歳から６４歳までの医療保険加入者を指す。１号被保険者は６５歳以上。

・健康いけだ２１（池田町健康増進計画）

・第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)

・池田町子ども子育て支援事業計画

・池田町食育推進計画

関係条例・計画（個別計画）

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　北アルプス医療センターあづみ病院との連携による健康づくりの推進

〇　高齢者の生きがいと健康づくりへの支援

〇　誰もが受診しやすく、充実した健康診査の実施

〇　健康寿命の延伸のための予防対策

〇　多様なニーズに対応した医療の提供

〇　様々な場面に対応するための多様な人材の確保

主要施策詳細（基本計画外）

◇健康づくりの取り組み

　①健康づくりの全町的な意識啓発、保健活動

　　母子保健～成長期　健やかな発育・発達のため生活リズムや食事の学習

　　大北地区小児生活習慣病予防ガイドラインに沿った取り組み、親子への正しい生活習慣づくりへの意識啓発

　　成人保健　ヤング健診・はたちの歯科検診等による若い世代から健康づくりへの意識啓発

　　　　　　　信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトに沿い、健康長寿をめざした住民の運動、

              　　　健診受診、食生活改善の主体的な行動啓発

　　特定健診　予防可能な生活習慣病からの重症化予防のため受診率向上の取り組み

　　　　　　　人間ドック受診補助

　　各年代　健診結果説明等により生活習慣の改善、早期治療の必要性の啓発

　　地区等での学習会   町全体で健康セミナーの開催

　②食育推進計画実践 （①②健康増進係、子ども子育て推進室他）

　③感染症予防対策（健康増進係）

◇地域医療の充実

　①第2期信州保健医療総合計画、長野県第7次保健医療計画に沿った、各機関連携した地域医療を充実させる取り

組み（健康増進係）



5(3)人権、男女参

基本目標　　５ 福祉と人権に係る施策

（３）人権の尊重・男女共同参画の推進

◇男女共同参画推進も含めた人権教育の取り組み

　①人権に関して教育機関、人権擁護委員、企業、子ども子育て推進室等と連携、情報共有。

　　協議会開催

　②男女共同参画・青少年育成事業、生涯学習講座、公民館分館活動等で多種多様なテーマによる人権尊重意識啓

発（①②生涯学習係）

　　男女共同参画講演会開催

　　生涯学習講座　人権に関連する講座開催

基本方針

　あらゆる分野で人権が尊重され、一人ひとりが個性と能力を充分に発揮することができる社会をめざして、人権

や男女共同参画に対する周知・啓発に取り組みます。

現状と課題

・誰もが性別等にかかわらず家庭、社会、地域においてお互いの個性や立場を尊重し、能力が発揮できる社会づく

りが求められている。

・インターネット上の電子掲示板への差別的情報の掲示等、子どもから大人まで関係した人権問題が生じている。

主要施策



5(3)人権、男女参

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

町人権教育推進協議会

開催
年１回 年１回 （生涯学習係）

人権関連事業・講座開

催数
年４回 年５回 同上

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　人権教育が必要ない池田町の実現

〇　当事者の声を活かした人権教育の充実等

〇　それぞれの個性に対応した人権教育

〇　住民の幸福度を高める取り組み

〇　男女共同参画と人権に関する事項の一体的取り組み

〇　役場が率先して取り組む男女共同参画

〇　自治会や民間企業における男女共同参画への啓発

〇　幼少期からの男女共同参画に対する教育の充実

〇　体の傷、心の傷を受けないための支援や啓発

〇　男女共同参画と人権に関する事項の一体的取り組み

関係条例・計画（個別計画）

・池田町男女共同参画プラン

・笑顔輝く池田町男女共同参画まちづくり条例

・特定事業主行動計画（女性活躍推進法）

成果指標



6(1)消防・防災・防犯 

基本目標　　６ 消防・防災・防犯、行政運営に係る施策

（１）消防・防災・防犯体制の整備

※1【特定空家等】

空家等対策の推進に関する特別措置法に規定された、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態である等と

判断された空家等

基本方針

　自らの地域は自ら守るという意識で運営されている消防団活動を大切にし、消防団の充実を図り、消防施設や設

備の整備を進めます。

　地域協働で防災減災の取り組み、災害時の健康被害を防ぐ体制づくりに取り組みます。

　さまざまな犯罪を未然に防ぎ安全な町とするよう、環境整備や意識啓発に努めます。

現状と課題

・糸魚川―静岡構造線断層帯による地震の予測地帯に入る。

・防災訓練等を通じ地区住民、自主防災会の更なる意識向上を図る必要がある。

・消防設備の計画的な更新が必要。

・若手消防団員の加入が減少傾向である。

・適正な管理が行われない空家による防災・防犯・環境面等、多岐にわたる問題が懸念されている。

・特殊詐欺の撲滅が求められている。

主要施策

◇消防設備の充実、消防力の強化

　①消防設備の計画的な更新

　②新入団員の入団促進（①②消防防災係）

◇防災設備の充実、防災力の向上

　①災害対策本部室及び対策本部代替施設へ設備整備

　②町南部への防災備蓄倉庫整備検討

　③指定避難所役割強化

　④自主防災組織の防災用品・災害備蓄整備補助

　⑤防災行政無線計画的改良

　⑥防災訓練強化

　⑦空家等対策計画に基づく調査、特定空家等※1把握、対策（①～⑦消防防災係）

　⑧耐震化の推進（個人住宅）（建設管理係）

◇防犯対策の強化

　①町民大会開催等による意識啓発

　②防犯灯の計画的更新（ＬＥＤ化）

　③青色防犯パトロールの継続実施

　④特殊詐欺防止啓発（①～④環境整美係）



6(1)消防・防災・防犯 

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

指定避難所等への誘導

標識設置
1箇所 ４７箇所

指定緊急避難場所、指定

避難所の計（消防防災

係）

消防車両の更新

（ポンプ車）
ー ２台 （消防防災係）

成果指標

関係条例・計画（個別計画）

・地域防災計画

・自主防災組織運営マニュアル

・避難所運営マニュアル

・池田町福祉避難所運営マニュアル

・業務継続計画

・空家等対策計画



6(1)消防・防災・防犯 

◇防犯対策の強化

　①町民大会開催等による意識啓発

　②防犯灯の計画的更新（ＬＥＤ化）

　③青色防犯パトロールの継続実施

　④特殊詐欺防止啓発（①～④環境整美係）

主要施策詳細（基本計画外）

◇消防設備の充実、消防力の強化

　①消防設備の計画的な更新

　　消防車両の更新

　　防火水槽の安全設備等

　②新入団員の入団促進（①②消防防災係）

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　防災組織づくりの推進

〇　子どもから高齢者まで防災計画の周知

〇　自主防災組織の拡充と支援

〇　新たに設置される公共施設を避難場所の指定とする検討

〇　その他災害等への適切な対応

◇防災設備の充実、防災力の向上

　①災害対策本部室及び対策本部代替施設へ設備整備

　　非常用電源他

　②町南部への防災備蓄倉庫整備検討

　③指定避難所役割強化

　　誘導標識の設置

　　備蓄・災害応急物品の計画的整備

　④自主防災組織の防災用品・災害備蓄整備補助

　　防災資機材補助金交付

　⑤防災行政無線計画的改良

　　移動基地局の検討・整備

　　移動系に代わる機器への転換

　⑥防災訓練強化

　⑦空家等対策計画に基づく調査、対策（①～⑦消防防災係）

　　空家等の調査

　　適切な管理促進

　　空家等及び跡地の活用促進

　　特定空家等に対する措置等

　⑧耐震化の推進（個人住宅）（建設管理係）

　　補助制度の周知



6(2)町政協働

基本目標　　６ 消防・防犯・防災、行政運営に係る施策

（２）開かれた町政と協働のまちづくり

基本方針

　町政運営の姿勢として一番大切な協働のまちづくりに取り組みます。町民との円滑なコミュニケーションと信頼

関係に基づくまちづくりを進めるため、情報の共有、透明化を図ると共に、積極的な意見交換を行い意識を高め、

連携による事業展開が図れるよう努めます。

現状と課題

・町は近隣市町村と比べ高齢化率が高く、防災・減災や、地域共生社会の実現に行政のみで対応するには困難な状

態であり、協働のまちづくりを更に推進する必要がある。

・住民と共にまちづくりを行うには、積極的な情報公開、広聴活動が重要である。

・人口減少、高齢化は自治会運営にも影響を及ぼしており、運営の改善を地域と共に検討していく必要がある。

主要施策

◇自治会活動活性化

　①自治会活動推進、協力体制確立、加入者増の取り組み

　②協働の地域づくり（①②町づくり推進係）

　　元気なまちづくり事業※1促進

◇情報公開、広聴の取り組み

　①積極的な情報公開・発信（総務係、町づくり推進係）

　②広聴の推進（町づくり推進係、各担当係）



6(2)町政協働

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

町民向メール登録数
約1,000件

（2017年度末現在）
1,500件 （総務係）

元気なまちづくり事業

実施数
年間19件 年間25件 （町づくり推進係）

関係条例・計画（個別計画）

・池田町情報公開条例

※1【元気なまちづくり事業補助金】

　自治会、団体が次の活動をする際の補助金

　(1)地域振興や活性化のために自主的、主体的に取り組む事業

　(2)自主的に整備若しくは補修する道路、水路等にかかる資材等に要する経費

成果指標

主要施策詳細（基本計画外）

◇自治会活動活性化

　①自治会活動推進、協力体制確立、加入者増の取り組み

　　自治会協議会開催による情報共有、課題解決への協議

　　自治会パートナー制度有効活用

　　転入時や住居建築手続きの際に自治会加入呼びかけ、自治会からの加入呼びかけ促進

　　自治会要請へのスムーズな対応

　②協働の地域づくり（①②町づくり推進係）

　　元気なまちづくり事業※1促進



6(2)町政協働

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　自治会等とのコミュニケーションの充実

〇　協働のまちづくりに関する情報の多様な提供方法

〇　協働のまちづくりのあり方の検討

〇　協働のまちづくりへの取り組みのきっかけづくり

〇　自治会における協働のまちづくりへの支援の拡充

〇　町民協働による参加型行政運営の充実

◇情報公開、広聴の取り組み

　①積極的な情報公開・発信（総務係、町づくり推進係）

　　広報内容充実

　　ホームページ内容及び情報即時発信性の更なる向上、多言語表記

　　町民向けメール加入促進、配信項目充実

　　予算説明書「わかりやすい町の仕事」等の作成公開

　②広聴の推進（町づくり推進係、各担当係）

　　まちづくり懇談会（地区懇談会）開催

　　各種計画策定時パブリックコメント（意見募集)実施



6(3)財政 

基本目標　　６ 消防・防犯・防災、行政運営に係る施策

（３）財政の健全化

基本方針

　人口減少社会に対応した地方創生を実現するため、自主財源の確保を進めるとともに、費用対効果を踏ま

えた健全な財政運営を目指します。

現状と課題

・社会資本総合整備計画事業、穂高広域施設組合運営によるごみ処理施設建て替え、農地耕作条件改善事業

等の大型事業実施による、多額の負担が発生している。

・老朽化した公共施設の長寿命化対策、高齢化の進展による社会保障費の増大等、今後も多額の経費が見込

まれている。

・収入面でも人口減少に伴う地方交付税の減、労働人口の減による町税等の減収が見込まれ、財政状況の悪

化が懸念されている。

主要施策

◇計画的で健全な財政運営

　①長期財政推計等の策定（財政係）

　②実施計画による短期の事業計画策定、ローリング（町づくり推進係）

　③健全な財政運営（町債発行抑制・残高縮小、基金残高を確保）をめざし事業の精査（財政係、各担当

係）

　④町単独補助金の効果検証、適正な改定（各担当係）

　⑤基金の計画的な運用（会計課）

◇自主財源の確保

　①ふるさと納税寄付金額増加対策（町づくり推進係）

　②未利用財産の処分（財政係）

　③使用料、手数料の受益者負担の原則に基づく適正な改定（総務係、各担当係）

　④効果的な収納対策（収納係）

◇公共施設マネジメント※1の推進

　①個別計画（長寿命化計画）策定（町づくり推進係、各担当係）

　②計画に沿った適正配置、維持管理（財政係、各担当係）

　③効率的運用（財政係、町づくり推進係、各担当係）

　④全庁的な管理（財政係）



6(3)財政 

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

一般・特別会計の地方

債残高（臨時財政対策

債を除く）

一般30億円
特別56億円
計86億円

（2017年度末）

一般35億円以下
特別30億円以下
計65億円以下

（財政係）

財政調整基金繰入額 4,900万円 各年度1億円未満 同上

 経常収支比率
83.4%

（2016年度）
85%以下 同上

実質赤字比率

連結実質赤字比率

数値なし

（2016年度）

数値が発生しないこ

と
同上

実質公債費比率※2 6.60% 18％以下 同上

将来負担比率※3 数値なし
数値が発生しないこ

と
同上

ふるさと納税年間寄附

金額
20,500千円 22,000千円

ふるさと納税年間

寄附金額平均

（町づくり推進係

係）

町税収納率

（現年度分）
98.75% 99% （収納係）

町税収納率

（滞納繰越分）
37.41% 40% 同上

成果指標



6(3)財政 

関係条例・計画（個別計画）

・池田町公共施設等総合管理計画

・財政事情の作成及び公表に関する条例

※1【公共施設マネジメント】

地方公共団体等が保有し、又は借り上げている全公共施設を、自治体経営の視点から総合的かつ統括的に企

画、管理及び利活用する仕組み

※2【実質公債費比率】

自治体の収入規模に対する借金返済額の割合

※3【将来負担比率】

自治体が将来的に負担する可能性のある借金等の総額を現在の1年間収入額と比較した割合



6(3)財政 

主要施策詳細（基本計画外）

◇計画的で健全な財政運営

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　財政の効率化

〇　自主財源の増加を目指した取り組み

〇　財政情報の公開等、見える化の推進

◇自主財源の確保

　①ふるさと納税寄付金額増加対策（町づくり推進係）

　　積極的な広報

　　地域資源を活用した返礼品の開発検討

　　事業者と協力した魅力的な返礼品の設定

　②未利用財産の処分（財政係）

　③使用料、手数料の受益者負担の原則に基づく適正な改定（総務係、各担当係）

　④効果的な収納対策（収納係）

◇公共施設マネジメント※1の推進

　①個別計画（長寿命化計画）策定（町づくり推進係、各担当係）

　②計画に沿った適正配置、維持管理（財政係、各担当係）

　③効率的運用（財政係、町づくり推進係、各担当係）

　　指定管理制度導入検討

　④全庁的な管理（財政係）

　①長期財政推計等の策定（財政係）

　②実施計画による短期の事業計画策定、ローリング（町づくり推進係）

　③健全な財政運営（町債発行抑制・残高縮小、基金残高を確保）をめざし事業の精査（財政係、各担当

係）

　④町単独補助金の効果検証、適正な改定（各担当課）

　⑤基金の計画的な運用（会計課）



6(4)行政効率・情報

基本目標　　６ 消防・防犯・防災、行政運営に係る施策

（４）行政の効率化・地域情報化の推進

◇行政運営

　①喫緊の課題への対応、重点施策展開のための組織編制、職員配置

　②職員資質向上への取り組み（①②総務係）

　③効率的な行政運営

　④業務電子化による効率化、サービス向上（③④町づくり推進係）

　⑤指定管理制度有効活用（町づくり推進係、各施設管理係）

◇地域情報化の推進

　①広津陸郷地区光ケーブルの適切な維持管理（町づくり推進係）

基本方針

　質が高く、町民のニーズに柔軟に対応できるサービス実現に取り組みます。

　町民生活の利便性を高めるため、地域情報化を推進します。

現状と課題

・社会情勢が激しく変化し、地域課題や町民ニーズが複雑化している。

・大型事業実施、老朽化した公共施設維持管理等により財政運営が厳しく、行政改革・業務電子化等による経費節

減が必要。

・進行するインターネット社会への地域としての対応が求められている。

主要施策



6(4)行政効率・情報

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

職員数
１０１名

(2018.4.1現在）
９７名

定員管理計画に基づく人

数

（総務係）

住民へのアンケート調

査による職員対応に対

する満足度

ー

（実施なし）
80%以上 （総務係）

関係条例・計画（個別計画）

・定員管理計画

・特定事業主行動計画（女性活躍推進法）

・特定事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）

・池田町職員研修計画

・池田町個人情報保護条例

・池田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

成果指標



6(4)行政効率・情報

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　公共施設の効率的な運営

〇　公共施設の利用ルールの明確化、公正化

〇　情報発信の更なる電子化と決済の簡素化等、業務の効率化

〇　専門職化など職員の資質向上による効率的な行政運営

〇　住民の利便に配慮した行政運営

主要施策詳細（基本計画外）

◇行政運営

　①喫緊の課題への対応、重点施策展開のための組織編制、職員配置

　　組織編制・職員配置随時見直し、改善

　　定員管理計画による計画的な職員確保

　②職員資質向上への取り組み（①②総務係）

　　職員研修計画に基づく研修の実施

　　職員行動指針（職員が仕事に取り組む姿勢について設けた指針）実践

　③効率的な行政運営

　　PDCAサイクルによる業務評価改善

　④業務電子化による効率化、サービス向上（③④町づくり推進係）

　　情報システムクラウド化、電子申請システム活用検討

　⑤指定管理制度有効活用（町づくり推進係、各施設管理係）

　　指定管理制度導入施設の検討

　　指定管理制度による運営施設の利用者アンケート等による運営満足度把握、業務改善指導

◇地域情報化の推進

　①広津陸郷地区光ケーブルの適切な維持管理（町づくり推進係）



6(5)行政の広域化

基本目標　　６ 消防・防犯・防災、行政運営に係る施策

（５）行政の広域化

指標名
現状値

（2017年度）

総合戦略目標値

（2019年度）

目標値

（2023年度）
備考

広域連携で取り組む事

業分野数
８分野 8 分野 8 分野

（町づくり推進係）

【戦略】

◇広域連携、共同的な事務処理

　①広域連携による地域力の向上と経済・生活圏の形成（町づくり推進係、環境整美係他）

　　大北地域ビジョンに基づく横断的地域課題解決の推進

　　北アルプス連携自立圏事業の推進　若者交流、結婚支援、移住交流など各分野の事業連携、展開

　　安曇野市、松川村と連携した特産品輸出、インバウンド誘客による地域活性化

　　穂高広域施設組合によるごみ処理施設運営

　　池田松川施設組合による給食センター、葬祭場運営

　②情報システム共同処理（町づくり推進係）

基本方針

　他自治体等との広域的な連携により、行政サービスの効率化、効果的な事業展開、ノウハウの共有によるスキル

向上等様々な相乗効果をめざし、積極的に展開する。

現状と課題

・北アルプス連携自立圏事業や、安曇野市、松川村と連携した特産品輸出取組等による広域的な地域活性化へ期待

がかかる。

・近隣自治体との共同運営による施設維持管理や情報システム運行に係る費用負担が増えている。

主要施策

町民ワークショップ（池田町の未来を語ろう会）での提案

〇　人事交流による広域連携のあり方の推進

〇　行政の広域化や、市町村合併のあり方の検討

関係条例・計画（個別計画）

・大北地域ビジョン

・北アルプス連携自立圏連携ビジョン

成果指標


