
人口交流分科会

（１）スポーツを核とした地域活性化事業 （１／３）

共生ビジョン掲載 20100216人口交流拡大ＷＧ会議（第８回）



取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□子供から大人、高齢者までの住民が、生涯にわたってスポーツに取り組むことにより、

青少年の健全育成と、心身の健全の維持・増進を促進します。

□特に多くのゴルフ場が営業し、また、ゴルフ教育に熱心に取り組む教育機関の存在な

ど、本地域の資源を活かした圏域外に誇ることができる特徴ある取組として、「ゴルフ

の振興による地域活性化」をリーディング・プロジェクトに設定します。

□リーディング・プロジェクトの目標は、現状の「特段の成果が不明な状況」から、「ト

ップアスリートの輩出（プロトーナメントやオリンピックに優勝できる人材の育成と輩

出）」とします。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① ゴルフ振興に向けた計画的・総合的な事業の運営

□「ゴルフ振興による地域活性化」運営方針の策定

小中高一貫の育成のための地域横断的な運動能力と精神力の育成を目指した活動クラ

ブの発足と運営、地域のゴルフ施設との連携など、トップアスリートの育成・輩出を目

指した事業の全体的な運営方針を策定します。

□小中高までの一環育成を目的として、地域横断型ゴルフ活動クラブの発足

トップアスリートの輩出に必要な小学校から高等学校までを通じた、地域での一貫育

成を目的とした、地域横断型のゴルフ活動クラブを発足します。発足にあたっては、そ

の活動に係る資金・活動内容・人材等を明確化します。

□ゴルフ施設との連携

地域全体の取組により目標達成を目指すため、圏域に立地するゴルフ施設との連携に

より、子どもたちの練習環境の確保や、地域住民のゴルフの促進環境を確保します。

② 青少年のスポーツ教育推進の中核的人材の確保

□トップアスリートの育成に不可欠な優秀な指導者の確保

定年を迎えた世代を中心に、ゴルフに関する優秀な指導員を確保します（指導対象の

レベルに応じた指導者が望ましい）。圏域外で活躍する実績を有する指導員を中心に、

圏域内への誘致を図ります。

□指導者の経済的補完機能の整備

トップアスリートを輩出した実績を有する優秀な指導者を確保するため、指導者に対

する指導料等の支払いを行います。指導料等は、圏域内の関係団体（ゴルフ場経営事業

所、教育機関、生涯スポーツ団体、地域福祉団体、等）、指導を受ける住民等（子供、

大人、圏域外の方々）等からの受益者負担金や、自立系事業から生み出す利益などによ

り確保します。



（２／３）

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□トップアスリートの輩出による圏域の「誇り」の創出と、全国的な知名度の向上が期待

されます。

□圏域住民のスポーツに対する興味を高めるとともに、幅広い年代が取り組むことが可能

なゴルフの普及を契機に、生涯スポーツによる地域活性化が期待されます。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

（仮称）地域横断型ゴル
フスポーツクラブ◎

小学校から高校までの児童・生徒を主体としたゴルフの普及・
指導。生涯スポーツとしての成人のゴルフの普及・指導。ゴル
フ指導者の育成と地域での指導活動の共有化。

地域教育機関（小中高等
学校、高等教育機関）

（仮称）地域横断型ゴルフスポーツクラブの体と心の育成活動
と連携した学校でのスポーツ教育としてのゴルフの推進。ゴル
フ指導者の育成と地域での指導活動の共有化。

地域ゴルフ場事業者
（仮称）地域横断型ゴルフスポーツクラブ及び学校でのゴルフ
部等の所属者に対する施設利用に関する優遇や生涯スポーツと
してのゴルフの普及などの普及促進活動。

美濃加茂市
（仮称）地域横断型ゴルフスポーツクラブの設立及び運営の支
援。実施機関の連携の機会の提供と各種調整。国等の公的支援
メニューの獲得支援。

坂祝町
（仮称）地域横断型ゴルフスポーツクラブの設立及び運営の支
援。実施機関の連携の機会の提供と各種調整。国等の公的支援
メニューの獲得支援。

概概概概算事業費（千算事業費（千算事業費（千算事業費（千円円円円））））
費費費費 目目目目 毎毎毎毎月月月月 年間年間年間年間 備備備備 考考考考

組
織
設
立
時

歳
出

指導者調査＆依頼 1000 1,000
練習(練習場）依
頼

50 50

練習(コース）依
頼

100 100

クラブ設立会議等
費用

500 500 会議室賃貸等の諸費用

クラブ室賃貸 90 1,080 ３０㎡×３千円

雑費 111 1,332 運営費用の１５％

合計 1,851 4,062

歳
入

受益者負担

自立系事業 1,851 4,062

合計 1,851 4,062

運
営
時

歳
出

指導者顧問料 300 3,600

練 習 費 用 ( 練 習
場）

330 3,960 １５名×1.1千円×20日

練 習 費 用 ( コ ー
ス）

900 10,800 １５名×１５千円×４日

遠征費用 900 10,800 １５名×３０千円×２回

クラブ室賃貸 90 1,080 ３０㎡×３千円

雑費 378 4,536 運営費用の１５％

合計 2,898 34,776

歳
入

受益者負担 75 900 ５千円×１５

自立系事業 2,823 33,876

合計 2,898 34,776



（３／３）

実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

各実施機関による推進方策の
検討

-------

指導者の確保・育成 --- ---

ゴルフスポーツクラブの設立
準備

--- ---

ゴルフスポーツクラブの普
及・指導活動

--- ------- ------- -------

教育機関によるゴルフ教育の
推進

------- ------- ------- ------- -------

地域ゴルフ場事業者による普
及促進活動

--- ------ ------- -------

市・町による生涯スポーツ促
進

------- ------- ------- ------- -------



（２）圏域内外国籍就労者とその家族への支援 （１／３）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□多くの外国籍の住民が、地域の担い手として居住し就業している本圏域で、定住を望む

外国籍住民が地域に根ざし活躍できるよう、コミュニティ組織としての国別友の会の活

動に対する支援を中心に、域内外国籍就労者とその家族への各種支援を実施します。

□これにより、外国籍住民の地域活動リーダーを育成するとともに、外国籍の住民の日本

の社会ルールや日本語の理解を促進し、日本人も含めた多文化共生による活力ある圏域

を形成します。

□下記活動は、順次語学圏を拡大します。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① 日本の社会のルールと文化に関する学習講座の開催

□圏域内に居住する外国籍の就労者とその家族を対象に、日本の社会のルールと文化に関

する学習講座を開催します。

② 日本語に関する学習講座の開催

□圏域内に居住する外国籍の就労者とその家族を対象に、日本語の習得のための学習講座

を開催します。

③ 新規雇用・就労促進支援

□地域の企業が外国籍の就労者を積極的に雇用できるよう、電話やメール等による地域共

通の外国人就労者の各種相談等の受付サービス窓口を開設します。

□特に就労に必要な日本語に特化した学習講座を提供します。

□また、外国籍の住民が、新たな職に就くことができるよう、能力開発・職業訓練等を実

施します。

④ 介護サービスや農業分野での雇用・就労支援

□福祉介護や農業をはじめに、今後、労働力の不足が懸念される業種・職業を対象に、企

業・事業者・農業生産法人等と就労希望の外国籍住民との雇用・就労に関する橋渡しの

機会を提供します。



（２／３）

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□定住を希望する外国籍の住民と日本人が共にお互いを理解し、安心して暮らせる圏域が

形成されます。

□外国籍の住民を貴重な人材として位置づけ、圏域の産業・経済の活性化に貢献してもら

うことが可能となります。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

国別友の会（ブラジル
人、中国人、フィリピン
人等）◎

行政や民間企業などの支援を受けながら、外国籍の住民を対
象に、各種学習講座の開催や雇用・就労促進のための支援事
業を実施。

商工農業団体や地域企
業・事業者

商工農業団体や企業・事業所が連携して、国別友の会と協力
しながら、外国籍の住民の就業に必要な職業訓練、語学学習
等を実施・支援。

地域高等教育機関（中日
本自動車短期大学等）

商工農業団体や企業・事業所と連携して、外国籍の住民が地
域で就労するために必要な能力開発や職業訓練のサービスを
提供。

美濃加茂市
商工業団体や地域企業・事業者と連携しながら、国別友の会
の各種活動を支援。国等の公的支援メニューの獲得支援。

坂祝町
商工業団体や地域企業・事業者と連携しながら、国別友の会
の各種活動を支援。国等の公的支援メニューの獲得支援。

概概概概算事業費（千算事業費（千算事業費（千算事業費（千円円円円））））

費費費費 目目目目 毎毎毎毎月月月月 年間年間年間年間 備備備備 考考考考

組
織
設
立
時

歳
出

調査＆依頼 500 500

事務品費用 416 5,000

検討会議等費用 41 500 会議室賃貸等の諸費用

雑費 150 1,800 運営費用の１５％

合計 1,107 7,800

歳
入

受益者負担

自立系事業 1,150 7,800

合計 1,150 7,800

運
営
時

歳
出

企画検討人員（正
規）

2,000 24,000 正規５名

企画検討人員（学
生）

500 6,000 学生アルバイト5名

会議費用 200 2,400 資料等作成費用

事務所賃貸 300 3,600 １００㎡×3千円

雑 費（出 張 等 含
む）

300 3,600 運営費用の３０％

合計 3,300 39,600

歳
入

自立系事業 3,300 39,600

合計 3,300 39,600



（３／３）

実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

各実施機関による国別友の会
の支援・事業推進方策の検討

-------

国等の支援メニューの獲得 ------- ------- ------- ------- -------

社会ルール及び各種日本語に
関する学習講座の実施

各種相談等の受付サービス窓
口

------- ------- ------- -------

就職のための能力開発・職業
訓練等の実施

------- ------- ------- -------

介護サービスや農業分野での
雇用・就労支援

------- ------- ------- -------



（３）外国籍の子供に対する教育支援 （１／２）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□ 日系ブラジル人や中国人、フィリピン人など、多くの外国籍の住民が居住する本圏域

で、外国籍の子どもたちが十分な教育を受けられるよう、教育委員会や小中高等学校と

国別友の会が連携しながら、日本語や日本の社会ルールや文化に関する学習講座を提供

します。

□ 下記活動は、順次語学圏を拡大します。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① 日本語に関する学習講座の開催

□圏域内に居住する外国籍の子どもたちを対象に、日本語の習得のための学習講座を開催

します。

② 日本の社会ルールに関する学習講座の開催

□圏域内に居住する外国籍の子どもたちを対象に、日本の社会ルールに関する学習講座を

開催します。

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□外国籍の子どもたちが地域に溶け込みながら、必要な教育を受けることが可能となり、安

心して暮らせる圏域が形成されます。

□外国籍の子どもたちが大人になる時代には、日本と出身国の橋渡しや地域の担う貴重な人

材となり、圏域の産業・経済の活性化に貢献してもらうことが可能となります。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

国別友の会（ブラジル人、
中国人、フィリピン人等）
◎

行政や民間企業などの支援を受けながら、外国籍の子どもを対象
に、各種学習講座を開催。

地域教育機関
国別友の会と連携・補完しながら、子どもたちに対して十分な教
育を提供。

美濃加茂市
国等の公的支援メニューの獲得支援。生涯学習講座等を通じた外
国語が話せる日本語の教育ができる人材の確保・育成。

坂祝町
国等の公的支援メニューの獲得支援。生涯学習講座等を通じた外
国語が話せる日本語の教育ができる人材の確保・育成。



（２／２）

概概概概算事業費（千算事業費（千算事業費（千算事業費（千円円円円））））
費費費費 目目目目 毎毎毎毎月月月月 年間年間年間年間 備備備備 考考考考

組
織
設
立
時

歳
出

教育者調査＆依頼 500 500
教育機関設立会議
等費用

500 500 会議室賃貸等の諸費用

教室賃貸 300 3,600 １００㎡×３千円

雑費 195 2,340 運営費用の１５％

合計 1,495 6,940

歳
入

受益者負担

自立系事業 1,495 6,940

合計 1,495 6,940

運
営
時

歳
出

教育指導者費用 600 7,200 2名

教育カリキュラム
作成

200 2,400

給食費用 75 900 15名×５千円

教育教材費用 450 5,400 １５名×３０千円

教室賃貸 300 3,600 １００㎡×３千円

雑費 244 2,925 運営費用の１５％

歳
入

合計 1,869 22,425

受益者負担 75 900 ５千円×１５

実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 合計 1,869 22,425

各実施機関による教育・学習メニ
ュー及び実施方法の検討

------

国等の支援メニューの獲得 ------ ------ ------ ------ ------

日本語教育メニューの実施 ------ ------ ------ ------ ------



（４）多文化共生を目的とした文化祭の開催 （１／２）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□日系ブラジル人や中国人、フィリピン人など、多くの外国籍の住民が、地域の担い手と

して居住し就業している本圏域で、定住を望む外国籍住民が地域に根ざし活躍できるよ

う、諸外国及び日本の相互の文化・芸術・スポーツ・アミューズメントによる交流を推

進します。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

①（仮称）多文化共生文化祭の企画

□圏域で行われている既存の各種イベント・お祭り等を活用しながら、国別の友の会と日

本人が中心となった地域団体が協議し、多文化共生を目的とした新たな文化祭を企画し

ます。

②（仮称）多文化共生文化祭の開催

□圏域内に居住する外国籍の住民と日本人の協働による文化、芸術、音楽、スポーツ・ア

ミューズメントなどをテーマとした（仮称）多文化共生文化祭を開催します。文化祭

は、昭和村など圏域内の各種資源を活用して開催することで、広がりを大きなものと

し、地域内の交流はもちろん、地域外からの集客交流の効果も創出します。

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□定住を希望する外国籍の住民と日本人が、文化・芸術・スポーツ・アミューズメントを通

じて、共にお互いを理解し、安心して暮らせる圏域が形成されます。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

国 別 友 の 会（ブ ラ ジ ル
人、中国人、フィリピン
人等）◎

所属する外国籍の住民を取りまとめ、商工農業団体や企業・事業
所、地域教育機関等と連携して、文化祭を企画・実施。

商工農業団体や地域企
業・事業者◎

国別友の会や地域教育機関と連携して、文化祭を企画・実施。

地域教育機関
国別友の会や商工農業団体や企業・事業所と連携して、文化祭に協
力。

昭和村 文化祭の会場を提供。

美濃加茂市
関係団体と協力しながら、文化祭の企画や実施を支援。国等の公的
支援メニューの獲得支援。

坂祝町
関係団体と協力しながら、文化祭の企画や実施を支援。国等の公的
支援メニューの獲得支援。



（２／２）

概概概概算事業費（千算事業費（千算事業費（千算事業費（千円円円円））））
費費費費 目目目目 毎毎毎毎月月月月 年間年間年間年間 備備備備 考考考考

組
織
設
立
時

歳
出

調査＆依頼 41 500

文化祭検討会議等費
用

41 500 会議室賃貸等の諸費用

雑費 150 1,800 運営費用の１５％

合計 232 2,800

歳
入

受益者負担

自立系事業 233 2,800

合計 233 2,800

運
営
時

歳
出

昭和村賃貸料 2500 30,000 3日×１０千人×１千円

各催しの補助 500 6,000 催し２０テーマ×３００千円

文化際準備委員会費
用

600 7,200 2名（毎月平均2名相当）

雑費 610 7,320 運営費用の２０％

合計 4,210 50,520

歳
入

受益者負担 1,250 15,000 入場料０．５千円

昭和村の補助 1,250 15,000 一人当たり0.5千円

自立系事業 1,710 20,520

合計 4,210 50,520

実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

各実施機関による文化祭の企画 -------

国等の支援メニューの獲得 ------- ------- ------- -------

（仮称）多文化共生文化祭の実施 ------- ------- ------- -------



（５）海外都市との経済交流の推進 （１／２）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□日系ブラジル人や中国人、フィリピン人など、多くの外国籍の住民が居住するメリット

として、海外とのネットワークの活用により圏域内の特産品の販売を拡大します。

□また、圏域在住の日本人や圏域出身の日本人でアジアや南米等へ就労を希望する人を対

象に、海外とのネットワークを活用した支援を行います。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① 圏域内の特産品の海外販売の拡大支援

□圏域内に居住する外国籍住民や国別友の会のネットワークを活用し、中国等のアジア成

長市場で、堂上蜂屋柿をはじめとした圏域の特産品の販路の開拓と拡大を図ります。

② 圏域住民や圏域出身者の海外就労の支援

□圏域住民や圏域出身者でアジアや南米等の海外での就労を希望する人に対して、圏域の

外国籍の住民のネットワークを活用しながら、現地情報の提供や、現地での就労先の紹

介等の各種支援を実施します。

③ 海外情報のネットワーク・ハブ環境の構築

□海外と外国籍住民や国別友の会とのネットワークを活用し、国別友の会に海外の生活・

産業・市場等の情報を集約化します。これらの情報を、圏域の企業・事業所等のビジネ

スや、住民の就業等の支援に活用します。

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□外国籍住民の出身国の情報が集積し、圏域の企業・事業所等のビジネスや地域住民の就労

等に活用できるようになります。

□出身国とのネットワークを活用することで、圏域の特産品等の販路の開拓・拡大が期待で

きます。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

国 別 友 の 会（ブ ラ ジ ル
人、中国人、フィリピン
人等）◎

各国の情報の収集。商工農業団体や地域企業・事業者の依頼に基づ
き、ビジネス情報の提供や出身国の各種団体の紹介。海外での就労
を希望する住民等に対する情報提供等。

商工農業団体や地域企
業・事業者◎

国別友の会と連携した諸外国の市場開拓。

美濃加茂市 国別友の会の活動支援。国等の公的支援メニューの獲得支援。

坂祝町 国別友の会の活動支援。国等の公的支援メニューの獲得支援。



（２／２）

概概概概算事業費（千算事業費（千算事業費（千算事業費（千円円円円））））
費費費費 目目目目 毎毎毎毎月月月月 年間年間年間年間 備備備備 考考考考

組
織
設
立
時

歳
出

調査＆依頼 41 500

海外市場調査費用 600 7,200

検討会議等費用 41 500 会議室賃貸等の諸費用

雑費 150 1,800 運営費用の１５％

合計 832 10,000

歳
入

受益者負担

自立系事業 833 10,000

合計 833 10,000

運
営
時

歳
出

海外就労補助 20,000 240,000
域内送金額×１０％
（対象者１，０００人想定）

海外物産交流調査費
用

600 7,200 2名アジア出張

海外物産交流調査人
員

1200 14,400 ４名

事務所賃貸 300 3,600 １００㎡×3千円

雑費 315 3,780 運営費用の１５％

合計 22,415 268,980

歳
入

物産交流によるマー
ジン

2000 24,000

行政等 10000 120,000 （５％を想定）

自立系事業 10,415 124,980

合計 22,415 268,980
実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

各実施機関が参加する組織体による海
外都市との経済交流の推進方策の検討

-------

国等の支援メニューの獲得 ------- ------- ------- -------

具体的な経済交流の推進 ------- ------- ------- -------



（６）エコを活用した地域循環型ビジネスの推進 （１／２）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□圏域の資源や圏域内での地球温暖化対策として、循環型のビジネスモデルを確立し、企

業誘致や再生可能エネルギーの売電等を進めます。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① 地域循環型Co2の25％削減に向けた整備

□ 建築物への太陽光発電パネルや、燃料電池等の普及を促進します。

□ 電気自動車の普及や、太陽電池での充電システムの導入などを通じ、電気自動車で安

心して出かけられる圏域づくりを推進します。

□ 生ごみ処理施設や木チップ等によるバイオ燃料による廃棄物発電や、その廃熱利用に

よる堆肥を農業へ再利用し、循環型消費社会を構築します。

□ 地下熱を活用し、自然エネルギーによる循環型空調システムを確立します。

② 地下等を活用したIDC（インターネットデータセンター）等サーバー群の誘致

□ 堅牢な地盤を活用し、地震等の自然災害に優れ、また、年間を通じて涼しい気温を維

持できる地下格納型のインターネットデータセンターの整備可能性を明らかにし、誘

致につなげます。

④ エコ型生活スタイルの実践

□地球温暖化対策に取り組むモデル地区として、エコ型生活スタイルを明らかにし、通勤

車両の低燃費化など、その実践を促進します。



（２／２）

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□地球温暖化対策に取り組む圏域として、知名度が向上します。

□堅牢な地盤とCo2削減効果を組み合わせることにより、インターネットデータセンター

などサーバー群の誘致が期待できます。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

商工農業団体や地域企
業・事業者◎

行政や大学等の高等教育機関と連携しながら、エコを活用した地
域循環型ビジネスモデルを検討

高等教育機関
地球温暖化対策等、地域循環型ビジネスモデルの構築に必要な知
見・研究成果の提供と指導・助言。

美濃加茂市◎
国等の公的支援メニューの獲得支援。関係機関と連携しながら、
エコを活用した地域循環型ビジネスモデルの検討。サーバー等の
誘致活動。

坂祝町◎
国等の公的支援メニューの獲得支援。関係機関と連携しながら、
エコを活用した地域循環型ビジネスモデルの検討。サーバー等の
誘致活動。

概概概概算事業費算事業費算事業費算事業費

費費費費 目目目目
金額（千金額（千金額（千金額（千

円円円円））））
備備備備 考考考考

歳
出

計

歳
入

計
実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

エコを活用した地域循環型ビジ
ネスの検討

------ ------

サーバー等の誘致活動 ------ ------ ------ ------

太陽光発電パネルの普及促進 ------ ------

エコを目的とした生活スタイル
の検討

エコを目的とした生活スタイル
の普及活動

------ ------ ------



（７）水を使った地域循環型ビジネスモデルの構築 （１／２）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□圏域の豊富な水資源を活用して、域内に対して飲用水等を販売します。

□大都市との協定を締結し、災害発生時に大都市に対して飲用水等の水の緊急供給を行い

ます。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① 地域循環型水事業のビジネスモデルの検討

□圏域内の水資源を調査し、飲用水等の販売を中心とした水事業のビジネスモデルを検討

します。

② 大都市との連携を前提とした災害時水緊急デリバリーモデルの検討

□大都市で大規模災害が発生した際に水を緊急供給するビジネスモデルを検討します。



（２／２）

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□豊富な水資源を活用した新たなビジネスを創出します。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

商工農業団体や地域企
業・事業者◎

行政や大学等の高等教育機関と連携し、地域の水資源を活用した
新たなビジネスモデルを検討。

高等教育機関
商工農業団体や地域企業・事業者や行政と連携し、地域の水資源
を活用した新たなビジネスモデルを検討。

美濃加茂市◎
国等の公的支援メニューの獲得支援。関係機関と連携しながら、
地域の水資源を活用した新たなビジネスモデルを検討

坂祝町◎
国等の公的支援メニューの獲得支援。関係機関と連携しながら、
地域の水資源を活用した新たなビジネスモデルを検討

概概概概算事業費算事業費算事業費算事業費

費費費費 目目目目
金額（千金額（千金額（千金額（千

円円円円））））
備備備備 考考考考

歳
出

計

歳
入

計
実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

地域循環型水事業のビジネスモ
デルの検討

------ -------

大都市への災害時水緊急デリバ
リーモデルの検討

------ -------



（８）農業資源を活用した地域循環型ビジネスモデルの構築 （１／２）

取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□地域の農業資源、農業生産物を活用した地域循環型ビジネスを確立し、農業振興と安

全・安心な食材の提供を図ります。

□農業資源を活用し、農業体験の場を整備し、圏域外からの集客を図ります。

□圏域内の企業等のノウハウを活用し、農業事業者の経営の高度化を図ります。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① 地域の農業資源を活用した給食センターの民間活用

□農業生産者や地域内の企業が連携し、学校給食や医療・福祉施設の給食を担う給食セン

ターに対して、安全安心な食材の提供や経営の効率化など、民間活用を推進します。

② 企業給食への圏域内生産野菜の供給

□圏域外の企業や名古屋都市圏企業の給食に対して、圏域内で生産する野菜等を安定的に

供給します。

③ 食料リサイクルの検討

□学校や医療機関、企業などの給食の残飯を活用した食品リサイクルを検討します。

④ 農業の生産技術開発

□圏域内の工業生産に関するノウハウを有する企業や高等教育機関が連携し、情報通信技

術やロボット、センサー技術等を活用した遠隔自動型の生産性と品質に優れた農業生産

技術の開発を行います。

⑤ 農業経営の効率化・高度化の支援

□圏域内の企業が有する経営の高度化・効率化に資するノウハウをサービスメニュー化

し、農業経営の効率化・高度化を支援します。

⑥ 体験型農業の推進

□圏域内の農地を活用し、圏域内の外国籍住民や、圏域外の住民に対して、農業体験を提

供し、農業就業の促進やクラインガルデン（市民農園）の普及を図ります。

⑦ 家庭用レンタルプランタビジネスの検討

□圏域内の農業生産者と企業が連携し、家庭で簡単に栽培できるプランタを開発し、圏域

内の無農薬野菜をレンタルとして常時提供できる仕組みを確立する。



（２／２）

（９）エンジン運営事業 （１／３）

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□農業資源を活用し、圏域内に安全で安心な食材を提供します。

□圏域内の企業等の生産技術や経営ノウハウを活用することにより、農業経営の高度化・

効率化・高品質化が期待できます。

□農業資源を活用して、農業就業者や交流人口の拡大が期待できます。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

農業生産者◎
他の農業生産者と農業協同組合と一体となって、年間を通じて安定
的に安全・安心な野菜等を供給。

農業協同組合◎
農業生産者と一体となって、年間を通じて安定的に安全・安心な食
材を供給。

圏域内の企業◎
農業生産の高度化に資する技術開発の支援、経営効率化の支援を実
施。

高等教育機関 農業生産の高度化に資する技術開発の支援。

美濃加茂市
国等の公的支援メニューの獲得支援。学校給食センターの民間活用
の推進。

坂祝町
国等の公的支援メニューの獲得支援。学校給食センターの民間活用
の推進。

概概概概算事業費算事業費算事業費算事業費
費費費費 目目目目 金額（千金額（千金額（千金額（千円円円円）））） 備備備備 考考考考

歳
出

計

歳
入

計
実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

地域の農業資源を活用した給
食センターの民間活用の検討
と実施

・・・ ・・・ ------ ------- -------

企業給食への圏域内生産野菜
の供給体制の検討と実施

・・・ ------- ------- ------- -------

食品リサイクルの検討 ・・・ ・・・ ・・・

農業の生産技術開発 ------- ------- ------- ------- -------

農業経営の効率化・高度化の
支援の検討・実施

・・・ ------- ------- ------- -------

体験型農業の推進の検討・実
施

・・・ ------- ------- ------- -------



取組取組取組取組みのみのみのみの内内内内容容容容

【目的・目標】

□定住自立圏構想を持続可能な取り組みとするために、構想の一環として取り組む事業の

企画、事業によって生み出した収益、地域で必要な公共サービスなどを統括する組織

（官民協働の取り組みを担うNPO等の非営利型組織を想定）を設立する。

□定住自立圏構想の中で、行政のみで実施する事業を除いた民間事業者も主体的に参画す

る事業に関して資金を供給することを目的とするファンドを運営するとともに、定住自

立圏構想全体のマネジメントも担う。

【目標の達成に向けた具体的な取組内容】

① エンジン組織の設立

□事業及びビジネスモデルの企画検討

民間事業者が参画する定住自立圏構想の事業推進に必要なファンドの設立及びファン

ドへの資金供出ルールや、その資金を活用した事業推進のために必要な組織体につい

て、担うべき事業、持続可能な組織体のあり方などを企画検討する。

□官民協働による検討

定住自立圏構想の推進方策に関する検討と、それを担うエンジン組織のあり方に関し

て、官民協働による会議体により検討を行う。

② エンジン組織の運営

□ファンドの運営

定住自立圏構想推進のために設立するファンドへの出資募集、資金管理、運用を行

う。

□ファンドを活用した事業の支援

ファンドを活用し、定住自立圏構想に必要な各種事業に対する資金供与等の審査、事

務手続き、事業のモニタリング等の支援を行う。

□ インキュベーション

新規事業者への育成支援を行う。



（２／３）

期待期待期待期待されるされるされるされる効効効効果果果果

□事業原資を生み出す事業と、不採算で必要性・重要性の高い事業とを結びつけることによ

り、地域循環型の持続可能な定住自立圏構想関連事業が推進可能となる。

□民間の経営視点・ノウハウに基づく官民協働型の定住自立圏構想の推進体制が構築でき

る。

実実実実施機施機施機施機関関関関及及及及びびびび役割分役割分役割分役割分担担担担（（（（◎◎◎◎はははは実実実実施主体）施主体）施主体）施主体）

（仮称）エンジン組織◎
ファンドの管理・運用の責任、及び、ファンドを活用した定住自立
圏構想関連事業の推進。

地域民間事業者
エンジン組織の設立・運用に必要な、人的・物的・資金の協力。定
住自立圏構想関連事業で生み出した収益の一部をファンドに供出。

美濃加茂市
ファンド設立時の資金確保及びエンジン組織の設立支援、エンジン
組織の運営に対する各種支援。

坂祝町
ファンド設立時の資金確保及びエンジン組織の設立支援、エンジン
組織の運営に対する各種支援。

概概概概算事業費（千算事業費（千算事業費（千算事業費（千円円円円））））
費費費費 目目目目 毎毎毎毎月月月月 年間年間年間年間 備備備備 考考考考

組
織
設
立
時

歳
入

調査＆依頼 208 2,500

事務品費用 83 1,000

検討会議等費用 41 500 会議室賃貸等の諸費用

雑費 25 300 運営費用の10％

合計 357 4,300

歳
出

自立系事業 358 4,300

合計 358 4,300

当
初
運
営
時

歳
入

企画検討人員（管理
者）

400 4,800 正規1名

企 画 検 討 人 員（正
規）

250 3,000 正規1名

企 画 検 討 人 員（学
生）

100 1,200 学生アルバイト1名

会議費用 50 600 資料等作成費用

事務所賃貸 150 1,800 50㎡×3千円

雑費（出張等含む） 190 2,280 運営費用の20％

合計 1,140 13,680

歳
入

自立系事業 1,140 13,680

合計 1,140 13,680

実実実実施施施施スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

実施手段 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

エンジン組織の検討 ---

エンジン組織の設立 ---

エンジン組織の運営 ------- ------- ------- -------


