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       資料１ 

人口交流分科会 



短期① 中期② 長期③ 

定
住 

自
立 

外国人の子どもの教
育 

しっかり教育を受けれ
ば社会人になったときに
犯罪に手を染めないよう
に 

①外国人子供教育 

外国児童のための日
本語指導事業 

外国人雇用の確保（日
本語ができないと就労で
きない） 
外国人進学率の向上 

①多文化共生を目的とした機関の設立の方法 

 

①～②エコ/農業を核とした循環型社会モデル実現 

 

 農林体験の実施 
休耕田畑の商品化 

農業ノウハウの伝承 

作物の直販拡大 

山間部の休耕している田畑の活用 

教育的にも効果 

農業体験観光にも利用 

自然と生きるまち美濃加茂 
山・森・川・田・畑「自然観光」 
10～20年後は食料確保が国家的課題に→

「生き残れるまち・美濃加茂」 
農業生産力の向上 

自場産業への協働ＩＳ活用環境構築 
農業・建築業・小売業の事務効率化と経営強
化 

地元産業発展 

②～③競争力を持った地域主体のビジネ
スモデル構築 

ソーラーの町
づくり 

モデル市町村
を目指す 

環境に優しい
まちづくりができ
る 

②－１スポーツをコアにした住民の教育 

 
一人一芸大作戦!! 
みのかもで育つ子
は、皆、「何か一つ」
秀でたものをもつよう
な取組をする 

まちのイメージアッ
プ 

子どもに自信、まち
に自信 

具体的には？ 

ゴルフ振興事業 

当地域の特徴ある
（誇れる）スポーツをも
つ 

スポーツ王国みの
かもの実現 

元気な町づくりの一
環とする 

青少年健全教育にあ
る 

柔剣道場の建設（民間
→美濃加茂高校）日本

の精神の復活 
日本の伝統スポーツの振
興を図る 

剣道、柔道等の武道の充
実 

日本の伝統的礼儀、作法
を身につけさせる 

今、青少年が不足してい
る部分をカバー 

②－２和文化をコアに
した住民の教育 

 和文化（禅）教育の導
入 

和文化の理解 

社員教育への活用拡大 

当地域の特徴ある人づ
くりができる 

正眼寺の協力→禅（和
文化の一つ） 
みのかもの誇れる正眼
寺を文化の発信場とする 

③安全な教育環境実現 

電子マネーカード活用に
よる学童セキリュティー

事業 
学童行動のトレザビリ
ティー 

学校入退室のセキリュ
ティー対策 

学校⇔家庭 情報共有
ツール 

簡易医療検査とそのDATA BASE化 
未病疾病予防（Zero Defect）に向けた健康維持
治療 

次世代産業（及びその周辺事業）の育成 
×大量生産・大量消化→◎環境配慮 

モノが変わる、産業が変わる→先を見た産業育
成 

地域経済活性化、雇用の拡大 

「先進都市・みのかも」既に変わったモノ多い 

蜂屋柿生産へ地域内メカトロニクス活用 
国際ブランドに向けて、品質（トレザビリティー）、
供給量（省力化）をアップさせる 

③交通発展 

 中部循環型交通ネットワー
クを既存鉄道構築（高小線、
東海道、中央、多田各線利

用） 
朝夕は、名古屋への通勤イ
ンフラとして活用 

昼間は中京圏工業製品の輸
送インフラとして活用 

美濃加茂市北部拠点として
活用 

物流ハブ機能整備事業 
国道・高速が集約されている
地の利を活かす 

日本の物流の「へそ」を目指
す 

幹線沿いの商業活性化、雇
用拡大 

企業（事業所）の誘致につな
がる 

公共交通機関の整備 

地元住民の利便性の向上 

大型ショッピングセンターを
中心とした複合施設の誘致 
地元住民の利便性の向上 

ベットタウンとしての魅力 

教育的環境充
実 

多文化交流促
進 

環境に力点を
置いた将来コ
アコンピタンス
（基幹産業）育
成 

東海圏北部
交通拠点へ
の環境整備 

地域のリーダ（外国人） 
外国人の一般的な問題を少しづつ
解決する 

外国人の文化を日本人にもっと伝
える 

定住外国人イメージアップ大
作戦！ 

美濃加茂のイメージを「外国人
が多いまち」から「外国人で栄え
るまち」へと昇華させる 

市民には、さらなる共生の意
識を 

外国人も「よい市民」であろうと
する意識づけになる（子どもたち
にはがんばるモチベーションを） 
成功のモデル都市として、他
地域から目指されるまちになる
政策的路線？ 

ワールド大盆踊りみのかもフェス
ティバルの開催 

多文化共生の推進 

地元住民の交流・ふれあいの場 

全国的なものへの発展性もある 

地元住民と外国人のふれあい 

教育環境アップ 

：定住に向けた活動 

：定住活動を支える 

 自立活動 

活動俯瞰図 



全体構想案 

中短期実現 中長期期実現 

定 住 

自 立 

ファンド 

活動全体を 

コディーネイトする 

推進母体 

（NPO) 

地域循環型モデルによる経済活性化 

域内魅力アップモデルによる定住化促進 

原資を生み出す 

原資を活用する 

★スポーツを核にした活性化 

★多文化共生圏の実現 

★エコを核としたビジネスモデル構築 

★農業の発展系ビジネスモデル構築 

★安全に暮らせる都市造り 

★「和」コンセプトによる市民教育 

★競争力を持った地域経済モデル構築 

★中部圏循環交通網とコア都市宣言構築 



小中高 一貫育成 

クラブ 

育成を補完する機能 

基礎教育 

 

域内児童 

 
指導者への経済的応援 

指導者の育成 

クラブの目標計測 

（クラブ運営支援母体） 
Etc. 

ファンド  

域内人材の活用 

財政 

支援 

トップ アスリートの輩出（ゴルフ）による地域活性化→年間運営費用５０百万円 

トップ アスリートの輩出 

学ぶ 

地域ゴルフ事業主からの 

支援 

スポーツを核にした地域活性化プラン 



Actionを推進する活動骨子 

スポーツを核にした活性化 

トップ　アスリートの輩出（ゴルフ）
無し
日本オープンに優勝できる人材の育成
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***
***
***

無し
日本オープンに優勝
できる人材の育成

指導者の育成（定年の世代を活用）Ｃ

指導者の経済的補完機能Ｃ

青少年のスポーツ教育目的と
方法

小中高までの一貫育成Ｃ

クラブ発足と育成Ｃ

目標の決定と測定Ｃ

ゴルフ施設との連携Ｃ

運営方針の検討 Ｃ ：Action  Plan



多文化共生圏の実現 

多文化共生を目的とした推進プラン 

多文化共生を目的とした文化祭実施 

海外都市との経済交流 

①地域特産品の海外販売 

②住民の海外就労への支援 

①多文化と理解する機会の創設 

②昭和村の更なる活用 

域内海外就労者と 

     その家族への支援 

①日本社会ルールの啓蒙 

②新規雇用への支援活動 

ブラジル児童の学習支援活動 

多文化共生の拡充に向けた活動→年間活動費用1.5億円 



多文化共生を目的とした行動計画＆文化祭の開催
個別対応
最適サイズ組織化
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***

***
***
***

個別対応 最適サイズ組織化

日本社会ルール啓蒙Ｃ

新規雇用促進活動Ｃ

医療＆農業への雇用Ｃ

再雇用への修学Ｃ

日本語の学習環境構築

Ｃ

国別友の会支援活動

市民の海外就労の支援Ｃ

物産の交流Ｃ

海外情報のネットハブ環境構築Ｃ

海外都市との経済交流

多文化音楽祭Ｃ

共生を目的とした検討会議Ｃ

スポーツ交流Ｃ

祭りを多文化で企画Ｃ

昭和村を活用 Ｃ

多文化共生を目的と
した文化祭

Ｃ ：Action Plan
多文化共生圏の実現 

Actionを推進する活動骨子 ① 



ブラジル児童の教育環境充実ブラジル児童の教育環境充実

小中学校

義務教育を補完する機能が必要
基礎教育

日本社会ルール

ブラジル児童

教育補完を担う

ブラジル友の会ブラジル友の会

ブラジル人家族

教育人材の育成
カリキュラムの策定
教育インフラの整備

Etc.

NEW PJNEW PJチームチーム

学ぶ学ぶ域内人材の活用
費用一部負担

財政
支援

無し 
学校教育への補助学

習機能の設置 

日本語習得 Ｃ 

社会ルールの取得 Ｃ 

義務教育への補完プログラム Ｃ 

教育目的とプログラム 

ブラジル友の会を活用 Ｃ 

費用スキームの検討 Ｃ 

教育機関の構想 

ポルトガル語のできる人材育成 Ｃ 

教育人材の採用 Ｃ 

教育インフラの検討 Ｃ 

教育人材の育成 

Ｃ ：行動計画 

Actionを推進する活動骨子 ② 

多文化共生圏の実現 



地域循環型経済活動による地域経済の活性化 

ファンド 

原資を生み出す分野 

原資を活用する分野 

自 立 

定 住 

★スポーツを核にした活性化 

★多文化共生圏の実現 

現在年間事業総額約２億円 

目標年間事業営業利益約２億円 

★エコを核としたビジネスモデル構築 

★農業の発展系ビジネスモデル構築 



エコ/農業核とした循環型産業モデルの構築
発展型産業モデル
循環型地域モデル
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***
***

***
***

***
***
***

発展型産業モデル 循環型地域モデル

サーバー等のリスクマネジメントＣ

CO2▲２５％削減狭域モデルＣ

エコを目的とした生活スタイル実践Ｃ

エコを活用したビジネスモデル

域内販売と回収　水事業のビジネスモデルＣ

防災用水緊急デリバリーモデルＣ

水を使った循環型モデルの構築

効率経営に向けた集中IS環境整備
Ｃ

残飯活用プラン検討
Ｃ

域内企業給食への野菜供給検討Ｃ

Ｃ

体験農業モデル Ｃ

Ｃ

農業経済効率

Ｃ ：Action Plan

給食センターの民間活用プラン

農業への生産技術開発

地域循環型モデルによる経済活性化 

Actionを推進する活動骨子  



活動エンジン俯瞰図 

定住自立構想共生ビジョン懇談会 

アクションプランWorking Group 
行政機関 

（行政機関主体で運営） 

★中期活動工程表の立案 

★現状結果の承認と是正方針の決定 

基
本
骨
格
決
定 

エンジン 
★中期活動詳細プラン決定 

★活動内容の執行＆活動実績の報告 

★助成金の配賦 

★活動に向けての法律整備 

（NPO） 
活
動 

 

方
針 

自立系活動→資金を生む機能 

地域内の企業等 

★イニシャル資金の提供 

★配当金の還流 

★ビジネスの育成 

地域内の諸活動 

★運営費用の助成 

★運営状況の測定 

★助成プランの決定 

定住系活動→資金を活用する機能 

活
動 

 

内
容 

地域循環型モデル 

（人 物 金をコーディーネイトする中心機関） 



エンジンの運営案ー① 

Aエンジン（NPO)組織と機能の検討を行う。 

 

  組織項目 

  有識者（地域内の定年退職者） 
  大学生（地域内） 

エンジンの検討 

B組織を設立するまでの工程表作成（スケジュール表作成） 

C組織のルール化と自立事業 定住活動のリンケイジプラン策定  



エンジンの運営案ー② 

A該当ビジネスのイニシャル投資費用を調達する機能 

  方法→ 国＆地方自治体から NPO債の起債 

        （法律上 NPO債の起債を運営できる制度整備が必要） 
         （NPO債は、有限＆無限の責任を負わない精度。有限責任は、国＆地方自治体から 

          の助成金を積み立て引き当てる。） 

自立系モデル 

B該当ビジネスの利益（経常利益）を事業主と公平に配分するルールの構築 

  （1/3 将来投資 1/3事業主 1/3はファンドに配当） 
  （当該事業の経常利益に対する法人税＆消費税等の優遇措置制度整備が必要） 

C該当ビジネスの育成（Incubate）を促進する 

 事業主だけに頼らず事業をコンサルタントし（且つ営業も含む）事業の 

  拡充を進める。 

  出資回収期間を事前に事業主と合意して実施する。（ROIを計測する。） 



エンジンの運営案ー③ 

A該当モデルの運営資金を定期的＆不定期に補助するルールの構築 
  （活動費用全体を検討し、その内受益者負担分を除いた資金を助成する。） 
  （その助成に関して、贈与税＆消費税等の優遇措置制度整備が必要） 

定住系モデル 

B定住に向けた活動費用全体と自立ビジネスの配当金総額を鑑み優先順位案を決める機能 
  （ファンドの中立性を維持する為優先順位を承認し、事業を監査する第三者機関が必要） 

C当該モデルの発展＆効果を測定するKPIを決め、定期的に測定する機能 
  （測定結果を第三者機関に報告し、その当該モデルの今後の存続を決める） 



EOF 


