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地 域 再 生 計 画 

 

 

１ 地域再生計画の名称 

   「豊国の農村」をはぐくむ地域ネットワーク計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

   福井県、福井県今立郡池田町 

 

３ 地域再生計画の区域 

   福井県今立郡池田町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標  

４－１ 地域の現況 

池田町は、福井県嶺北地方の南東部に位置し、周囲は険しい山地に囲まれており、標

高1,257ｍの冠山を隔てて岐阜県揖斐川町に接している。本町は、九頭竜川水系である足

羽川上流域の自然豊かな環境を活かし、町面積194.65k㎡の約92％を占める山林、と盆地

を形成する町中央部の肥沃な耕地580haにおける農林業を基幹産業とする農村地域であ

り、過疎振興地域や特別豪雪地帯にも指定されている。 

また、残しておきたい自然100選に選定された冠山や、日本の滝100選に選ばれた龍双

ケ滝などの自然資源に恵まれ、国指定重要無形文化財である水海の田楽能舞をはじめと

する伝統文化・歴史を感じさせる町でもある。 

  昭和 35年の国勢調査では 7,657人であった本町の人口は、過疎化から減少の一途をた

どり、平成 27年の国勢調査では 2,638人と、半世紀で約 3分の 1の人口に減少し、高齢

化率は 43.2％と福井県で最も高く、高齢者のみの世帯が急増し、地域の活力低下や基幹

産業の担い手不足が深刻化している。原因としては、高度経済成長に伴う生活水準の都

市部との地域間格差、第一次産業の不振、降雪の影響やインフラ整備の遅れによる生活

不便などにより、山間奥地集落から町外への集団移住などがあげられる。 

  しかし、岐阜県と池田町を結ぶ冠山峠道路の整備や福井市や越前市などと結ばれる道

路の整備や改良が進められていることから、今後、都市と池田町のアクセス改善による

地域振興が期待されるところである。また、全国的に森林資源の利用が減少し林業が衰

退の一途をたどる中、池田町では平成 27年 4月から、0才の赤ちゃんから木と触れ合う

ことができる「おもちゃハウスこどもと木」、子どもから大人まですべての世代が森に

親しむ入り口となることを目的とした施設「ツリーピクニックアドベンチャーいけだ」、

杉材を使い廃校の小学校を滞在型宿泊施設にリノベーションした「農村 de合宿キャンプ

センター」、初心者から本格志向までの木工好きな大人のためのものづくり施設「ウッ

ドラボいけだ」など、町の約 92％を占める森林や木を活用した施設を整備し、森や木と

の触れ合いに力を入れるとともに、森林資源を活かした地域循環型経済の創出、若者の

雇用促進、移住・定住人口および都市農村交流人口の拡大を目指しているところである。 
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４－２ 地域の課題 

① 将来の広域ネットワーク充実を見据えた戦略的な観光振興の展開 
本町の入込客数は平成22年で147,997人、平成27年で139,199人と減少傾向にあるもの

の、平成30年完成予定の持越バイパスや平成29年より事業が進められている新板垣トン

ネルの完成による福井市や鯖江市・越前市とのアクセスや、平成34年度までに完成予定

の冠山峠トンネルの開通による、岐阜県大垣市や中京方面へのアクセスの向上、さらに

は将来的な平成34年度完成予定の北陸新幹線の敦賀延伸や中部縦貫自動車道の整備によ

る広域的視点を持った戦略的な観光振興の展開が期待されるものの、町内の主要な観光

施設をつなぐ町内道路網において、将来見込まれる交通量の増加に対応する上で課題が

ある。具体的には、主要な観光施設である「ツリーピクニックアドベンチャーいけだ」

においては、平成31年に更なる利用者数の増に資するより幅広い年齢層が予約なしで気

軽に楽しめるアクティビティのための拡張工事を予定しているものの、当該施設の町内

アクセス道路となる町道志津原・土合皿尾線においては一部道路幅員が狭い区間がある

ため大型観光バスの通行や車両のすれ違い等に支障があり、その解消が急務となってい

る。また、平成30年に開催される福井国体においては池田町開催競技として、平成32年

の東京オリンピックにも採用されているスポーツクライミングのウォール3種の施設が、

廃校利用の合宿施設「農村de合宿キャンプセンター」併設の体育館に設置される予定で

あり、今後、施設利用者数の増が期待されるものの、当該施設のアクセス道路である町

道中部線においては、橋梁部分において道路幅員が狭く、車両の通行に支障がある。こ

のため、これらの施設の入込客数の増加、そして、交通量の増加に対応するため、関連

する路線ネットワークを形成する町道および林道を一体的に整備することが求められて

いる。 

 

② 林業就業者の減少及び高齢化対策による担い手の確保 

本町の基幹産業である林業は、池田杉や金見谷杉に代表される樹齢 200年を超える優

良大径木など豊富な森林の蓄積量を有しており、これまで念入りに育てられてきたが、

近年の人口減少、高齢化社会の進行の影響から、農林業センサスにおける林業経営体数

は平成 17年で 207、平成 22年で 141、平成 27年で 44と減少し、林業就業者数も平成

17 年で 24人、平成 22年で 34人、平成 27年で 23人と低迷しているように、林業従業

者の減少と高齢化問題による担い手不足に直面している。このため、林道整備により木

材搬出に係る生産性向上と木材生産量の増大を図ることにより林業就業者数の雇用増を

図ることが地域の主たる産業である林業の振興には不可欠である。そして、町の主たる

地域資源である木材の生産を増やし、担い手を育成することが、資源の地域循環に林業

の活路を見出す上でも極めて重要である。 

 

４－３ 計画の目標 

  本計画においては、国や県が整備を進める広域道路ネットワークと連携した地域道路

ネットワークの充実を図ることで、中京地方など広域的な観光客の誘致や訪問者の気軽

な地域内移動が可能となり、地域資源をネットワークする地域周遊型の観光産業の確立

することで地域内外の交流を高めるとともに、基幹産業である農林業及び観光産業との
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連携による 6 次産業化の推進により、地域経済の活性化を図る。さらに、林業の生産基

盤となる林道と関連する町道との一体整備を進めることにより道路ネットワークを構築

し、伐採、加工、出荷の効率化による林業の生産性向上を図り地域資源を活かした総合

的な産業振興および就業機会の確保と、豊かな地域資源である森林の環境維持を図る。 

これらにより、池田町の「すみか、しごと、なかま」の充実を図り、町を訪れる交流

人口の増加や地域産業の振興を目指す。 

 

（目標１）地域資源を活かした観光振興による地域の交流人口の増加 

（年間観光入込数の増加） 

 162,460人（平成 28年） → 200,000人（平成 34年） 

 

（目標２）林道利用区域の拡大による地域産業の振興 

（木材生産量の増加） 

10,900㎥（平成 28年） → 15,000㎥（平成 34年） 

 

（目標３）林道利用区域の拡大による地域産業の振興 

（林業就業者数） 

28人（平成 28年） → 30人（平成 34年） 

 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

  当区域の広域道路ネットワークは国道 417号、国道 476 号、県道武生美山線があり、

それぞれ越前市・鯖江市、福井市、大野市などの近隣都市と結ばれている。これらの路

線は、積雪や土砂災害などに影響されない安全で円滑な交通を確保するためのバイパス

整備や新トンネル整備が進められており、完成すると地域間交流の促進や観光をはじめ

とした産業・経済の活性化、災害時の広域連携などに大きく貢献することが期待されて

いる。 

そこで、広域道路ネットワークと連携する地域道路ネットワークである町道の整備を

進めることで、福井県嶺北地方や中京方面を結ぶ広域的な観光周遊の構築による観光産

業の育成に寄与し、また、町道と連携する林道の整備を進めることで、地域内だけでな

く広域の物流の確保による豊かな森林資源を活かした効率的な林業の振興を図る。 

このため、地域道路ネットワークの主要路線である「町道中部線」は橋梁を拡幅改修

することで道路の狭隘部を解消し、通行の安全性を高める。また、「町道志津原・土合

皿尾線」は国道 417号から平成 28年に観光の目玉として開設された「ツリーピクニック

アドベンチャーいけだ」へのアクセス道路としての機能強化に資する拡幅を行い、観光

の利便性向上と集落の生活路線としての安全性を高める。 

また、豊富な優良杉を有する本町は、林業従事者の減少と高齢化問題による後継者不

足に直面しているため、伐採、加工、出荷の効率化により持続的に資源の有効活用や環

境保全を行う必要がある。このため、「林道滝の谷線」「林道野尻・千代谷線」の未開
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通部分を整備し、町道中部線及び志津原・土合皿尾線の改良による林道とのネットワー

ク強化や円滑な運送・交通の確保を進め、伐採した木材の搬出路延伸により地域内の製

材加工所や販売所・薪の駅への搬出時間を短縮することで木材生産量を計 2,380 ㎥増を

見込むとともに、間伐等の森林施業の作業効率を高め、当地域の豊かな森林資源の保全

育成を図る。 

なお、本町産出の木材を活用した新庁舎の建設や木質バイオマスとしての積極的な利

用についても検討を進めているところであり、これらの利用により将来的な木材活用の

更なる促進も期待される。 

 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

地方創生道整備推進交付金【Ａ３００８】 

 

対象となる施設は以下のとおりで、事業開始に係る手続き等を完了している。なお、

整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

 

・町道 道路法に規定する町道に認定済み。（ ）内は認定年月日。 

     中部線      （昭和 59年 10月 3日）  

志津原・土合皿尾線（昭和 61年 11月 21日）  

 

・林道 森林法による越前地域森林計画書（平成 27年策定）に路線を記載。 

滝の谷線  

野尻・千代谷線       

 

［施設の種類］  ［事業主体］ 

・町 道     池田町 

・林 道     池田町 

［事業区域］ 

・池田町 

［事業期間］ 

・町 道  平成 30年度～平成 34年度 

・林 道  平成 30年度～平成 34年度 

［整備量及び事業費］ 

・町道 286ｍ、林道 2,550ｍ 

・総事業費  683,000千円（うち交付金 341,500 千円） 

町 道  313,000千円（うち交付金 156,500千円） 

林 道    370,000千円（うち交付金  185,000千円） 
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［事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法］ 

（平成/年度） 
基準年 

(H28) 
H30 H31 H32 H33 H34 

指標１  

観光の推進 
      

ツリーピクニックアドベン

チャーいけだの有料入場者数

（人） 

 

36,734 

 

37,000 

 

37,000 

 

38,000 

 

39,000 

 

40,000 

指標２ 

林業振興の推進 
      

整備対象路線での木材生産

（㎥） 

 

0 

 

0 

 

560 

 

560 

 

630 

 

630 

毎年度終了後に池田町の職員が関係課ヒアリング等の必要な調査等を行い、速やか

に状況を把握する。 

 

［事業が先導的なものであると認められる理由］  

（官民協働） 

町道並びに林道整備の実施にあわせ、観光に関しては、ツリーピクニックアドベン

チャーいけだを運営しているまちづくり会社株式会社まちＵＰいけだや同地域の温泉

旅館冠荘を運営している一般財団法人池田屋等と、林業については、池田町森林組合

や林業家と連携・協働していく。このことで地域再生の目標達成に効果が高まると期

待される。 

（政策間連携） 

国及び県が進める広域道路ネットワークの整備にあわせ、本町民の生活と産業を支

える地域道路ネットワークを構築するため、広域的な生活関連サービスの享受や林業

の振興や観光客の誘客等の効果を、効率的に池田町全体に浸透させることができる。 

また、町道及び林道を一体的に整備することにより、個別に整備するのに比べて、

町域全体の生産区域と木材加工所等の施設を効率的にネットワークすることが可能に

なり、全体の整備コストの削減が期待できるだけでなく、作業の効率化による就業の

促進を図ることが可能となり、地域再生の目標達成に資する先導的な事業となると期

待される。 

 

 

５－３ その他の事業 

地域再生法による特別の措置を活用するほか、「「豊国の農村」をはぐくむ地域ネット

ワーク計画」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行うものとする。 

 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

 

（１）ライフ＆ワーク活動拠点ワークスペース「ここラボ」整備事業 

内  容 地方創生拠点整備交付金により旧小学校分校を改修し、池田町内にて
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起業もしくは事業を始めようとする者の活動拠点となるワークスペ

ースとして提供することで、町内の仕事の多様化、人材の獲得を行う

などにより、移住定住を促進する。 

実施主体 池田町 

実施期間 平成 29年度 ～ 平成 33年度 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

 

（１）移住定住促進住宅整備事業 

     内  容 池田町への移住、定住を促進するため、新たな町営住宅を整備する。 

          新保地区集合住宅2棟、学園地区戸建て住宅3棟 

     実施主体 池田町 

     実施期間 平成 28年度 ～ 平成 32年度 

 

（２）池田町住み家支援事業 

内  容 地方創生総合戦略に基づき、定住人口の安定を目指すため、定住なら

びに移住希望者が周辺景観に配慮した住宅を池田町内に住宅を新

築・増築する場合、その経費の補助を行っている。 

     実施主体 池田町 

     実施期間 平成 27年度 ～ 平成 31年度 

 

（３）過疎地域自立活性化事業（木望のまちプロジェクト） 

内  容 町の豊かな森林や木材を活用し、木によって子どもたちを育む町、さ

らには、家族や地域の人と人が木や森を守り活かすことでつながって

いくような仕組みと施設整備を行い、森林資源を活かした地域循環型

経済の創出、若者の雇用促進、移住・定住人口や都市農村交流人口の

拡大を図るための交流拠点施設の整備を行なっている。 

     （平成29年度過疎地域自立活性化優良事例表彰「全国過疎地域自立促

進連盟会長賞」受賞） 

実施主体 池田町 

実施期間 平成 29年度 ～ 平成 34年度 

 

 

６ 計画期間 

   地域再生計画認定の日から平成 35年 3月 31日まで 

 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終了後に
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池田町が主体となって必要な調査等を行い、速やかに状況を把握するとともに、達成状

況の評価、改善すべき事項の検討等を行う。検討結果は、次年度事業に反映させ、必要

に応じて地方創生総合戦略や今後の事業経営方針にも反映させる。 

 

 

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

項 目 基準年度 
平成 32年度 

（中間年度） 

平成 34年度 

（最終目標） 

目標１ 

地域資源を活かした観光振興による

地域の交流人口の増加（年間観光入

込数の増加） 

(平成 28年) 

 

162,460人 

 

 

180,000 人 

 

 

200,000 人 

目標２ 

林道利用区域の拡大による地域産業

の振興（木材生産量の増加） 

(平成 28年度) 

 

 

10,900㎥ 

 

 

 

12,000㎥ 

 

 

 

15,000㎥ 

目標３ 

林道利用区域の拡大による地域産業

の振興（林業就業者数） 

(平成 28年度) 

 

 

28人 

 

 

 

29人 

 

 

 

30人 

 

 

（指標とする数値の収集方法） 

項  目 収集方法 

年間観光入込数の増加 町が毎年実施する観光入込数調査より 

（各年 1月～12月） 

林道利用区域内の森林整備量の増加 池田町森林組合がまとめる実績値より 

 

林業就業者数の増加 町が毎年実施する従業者数調査より 

（各年 3月末） 

 

・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

１．事業の進捗状況 

２．総合的な評価や今後の方針 

 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

４に示す地域再生計画の目標については、外部効果検証委員会による中間評価及び事後

評価の内容を、速やかにインターネット（池田町産業振興課のホームページの利用）によ

り公表する。 
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