
平成２２年度 みのかも定住自立圏共生ビジョン具体的取組事業実績一覧 平成２３年３月７日

事業名 協定書 ビジョン 補助金（円） 事業費（円） 事業内容

１ 救急情報共有連携システム
事業（メディカ）

（１）ア（ア）病診連携の
強化

救急情報共有連携シス
テム事業

4,200,000 ー 木沢記念病院のメディカの活用を推進し、患者を中心とした救急医療サービス体制の連携を強化す
る。
高齢化とともに救急搬送患者数が増加しており、救急搬送時の救急医療情報の共有は、迅速な
処置・伝達による救命率の向上に大きく貢献する。
平成23年2月1日発行数４，８２０枚、救急車でのメディカ利用率１．９％
総事業費21,254,710円

２ 休日急患診療事業 （１）ア（ア）病診連携の
強化

休日急患診療事業 ー ー 「可茂地域の救急医療を考える会」を発足。協議の中で方法等検討する。

３ 基幹医療機関常設ヘリポー
ト設置検討事業

（１）ア（ア）病診連携の
強化

基幹医療機関常設ヘリ
ポート設置検討事業

ー ー 時間、費用等課題が多い。時間をかけて検討する。

４ ファミリー・サポート・センタ
ー広域実施事業

（１）イ（ア）子育て支援
サービスの強化

ファミリー・サポート・セ
ンター広域実施事業

ー 346,250 美濃加茂市・坂祝町の会員による子育てサービス。
12月末現在、利用会員672名、サポート会員65名（6名重複）
4月28日サポート会員合同研修実施。
9月6日全国交流集会参加。（負担金26,250円）

５ 福祉サービス従事者スキル
アップ支援事業

（１）イ（イ）福祉サービス
の向上に対する環境の
整備

福祉サービス従事者ス
キルアップ支援事業

ー ー ビジョン懇談会安心・安全ワーキンググループ会議により検討中。

６ エリアサービスマップ（ホー
ムページ開設）事業

（１）イ（イ）福祉サービス
の向上に対する環境の
整備

エリアサービスマップ（ホ
ームページ開設）事業

ー ー 未着手。

７ 幼児療育支援事業 （１）イ（イ）福祉サービス
の向上に対する環境の
整備

幼児療育支援事業 ー ー 11月29日指導方法研究会を開催。
市町の職員交流方法を研究する。

８ 可茂特別支援学校関係
学童保育事業

（１）イ（ア）子育て支援
サービスの強化

可茂特別支援学校関係
学童保育事業

ー ー 24年度から開始する放課後等デイサービス施策内容を見極め検討を進める。

９ 産業観光の推進事業 （１）エ（ウ）ものづくり
観光の推進

産業観光の推進事業 ー ー 産業観光モニターツアーが好評だった。協力施設を募り魅力的な見学コースを検討する。

１０ 歴史的観光資源を活かした
広域観光事業【かわまちづく
り事業】

（１）エ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

歴史的観光資源を活か
した広域観光事業

ー 2,330,000 堤防遊歩道の太陽光ＬＥＤ街路灯１６基を設置。
アンケート調査の実施、協議会を開始し、かわまちづくり基本計画を策定する。
国土交通省の「かわまちづくり」支援制度に登録された。

１０ 歴史的観光資源を活かした
広域観光事業【広域観光
推進事業】

（１）エ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

歴史的観光資源を活か
した広域観光事業

ー 1,219,000 広域的な視点による観光開発の充実を図るため、他地域との連携強化を図る。
飛騨木曽川国定公園連絡協議会、岐阜県観光連盟、日本ライン水上安全協議会、木曽川夢空間
事業連絡会、可茂広域行政事務組合観光分担金、飛騨木曽川Ｅボート交流会、東海地区外国人
観光客誘致促進協議会、全国街道交流会議

１０ 歴史的観光資源を活かした
広域観光事業【市内観光
推進事業】

（１）エ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

歴史的観光資源を活か
した広域観光事業

ー 11,550,000 観光客の受入体制をつくり、観光客誘致を推進する。
観光パンフレット印刷、誘致活動を促進する観光団体への負担金（観光協会、おん祭美濃加茂実行
委員会、美濃加茂踊り保存会、小山公園整備事業、奥山自然遊歩道整備事業、昭和村マラソン
実行委員会）

１０ 歴史的観光資源を活かした （１）エ（イ）木曽川や 歴史的観光資源を活か ー 11,933,000 中山道の歴史的観光資源を効果的にＰＲするよう、中山道会館で魅力的な企画を運営する。



広域観光事業【中山道観光
推進事業】

中山道を活用した観光
の推進

した広域観光事業

１０ 歴史的観光資源を活かした
広域観光事業【観光施設
整備事業】

（１）エ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

歴史的観光資源を活か
した広域観光事業

ー 3,574,000 観光資源である御殿山キャンプ場、吉田家住宅、神明水神公園等を整備管理し、心安らぐ観光サー
ビスを受けることができるよう充実する。
美濃太田駅の観光案内所で魅力的な観光ＰＲを行う。

１０ 歴史的観光資源を活かした
広域観光事業【地域ブランド
創出事業】

（１）エ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

歴史的観光資源を活か
した広域観光事業

ー 300,000 観光資源である特産品を全国に効率的にＰＲする。

１0 観光情報発信事業 （１）エ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

歴史的観光資源を活か
した広域観光事業

ー ー モニター・プリンター等設置の前に、観光内容の充実推進が喫緊の課題として、当該事業は中止と
する。

１１ 農業による定住自立事業 （１）エ（オ）農業の振興 農業による定住自立
事業

ー ー 「みのかも地域担い手育成総合支援協議会」を再編。岐阜県農業会議の実務指導研修会を開催。

１２ 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）エ（オ）農業の振興 農業資源を活用した
地域循環型ビジネスモ
デルの構築

ー ー ぎふグリーン農業の促進、土壌診断機の活用等により、安心・安全な農作物づくりを進める。

１３ 特産品の開発事業
みのかも地域ブランド「かも
丸プロジェクト」

（１）エ（ア）農商工連携
による地域ブランドの
開発

特産品の開発事業 ー ー 梨のリキュールは今年度は完成しなかったので、来年度に再挑戦となる。また、堂上蜂屋柿の皮を
使った菓子の製作に挑戦中であり、年明けに大体の形が出来る予定である。

１３ 特産品の開発事業
堂上蜂屋柿DVD作成啓発
事業

（１）エ（ア）農商工連携
による地域ブランドの
開発

特産品の開発事業 ー ー 県の活性化ファンドを活用し、補助金を獲得することで、DVDの作成を行えるよう申請中。

１３ かも丸アイス試作 （１）エ（ア）農商工連携
による地域ブランドの
開発

特産品の開発事業 ー ー 美濃加茂商工会議所会員による「かも丸アイス」研究試作。
みのかもファーマーズ倶楽部会員の蜂屋柿、イチゴを使用したジェラード。
3月1日試食会

１４ ちいき絆ねっと食の陣 （１）ウ（ア）農商工連携
による地域ブランドの
開発

特産品の販路拡大事業 200,000 ー 平成22年9月26日（日）日本昭和村にて「ちいき絆ねっと２０１０食の陣ｉｎ日本昭和村」を開催した。
地元の優れた食材の地産地発を推進、新たな魅力の発見・共有、圏域全体の復興・活性化を図る。
おつまみ王道選手権出店者等９６団体、来場者約６，０００人
総事業費4,156,967円

１４ 特産品の販路拡大事業
とれったひろば

（１）ウ（イ）木曽川や
中山道を活用した観光
の推進

特産品の販路拡大事業 ー ー 軽トラック市（かも丸マーケット）を開催し、地産地消の推進を図ることで地域内の農産物の販路を
拡大し、生産者の所得の向上を図り生産性をあげ、将来的にとれった広場への出荷も対応できるよ
うにする。

１５ ものづくり産業活性化人材
養成等事業

（１）ウ（エ）産業活性化
のための実践的職業
訓練の促進

ものづくり産業活性化
人材養成等事業

ー ー 人材養成の事業も終了し、企業の従業員の能力向上や、就職を目指す人材の養成を行い、成果も
上がってきた。国庫補助活用。

１６ 水を使ったビジネスモデル
の構築

（１）ウ（オ）農業の振興 水を使ったビジネスモデ
ルの構築

ー ー 水というキーワードでのイベントや交流は行ってきたが、それ以上の内容をどうするかが問題であ
る。定住の事業として、どう考えるかを検討していく必要がある。



１７ 外国人の子どもに対する
教育支援のぞみ教室

（１）ウ（ア）外国籍児童・
生徒に対する教育環境
の整備

外国人の子どもに対す
る教育支援

ー ー ４月以降、１２月未現在で坂祝町の児童２名を含む４９名の児童生徒がのぞみ教室で日本語の初期
指導を受け、そのうち３４名（坂祝町１名含む）が公立小中学校に就学を果たした。
１月に新規入級予定児童が５名あり、若干人数は少なくなったものの依然として初期指導を要する
子どもの転入が続いている。
通訳のできる指導員不足。

１７ 外国人の子どもに対する
教育支援【パッソアパッソ】

（１）ウ（ア）外国籍児童・
生徒に対する教育環境
の整備

外国人の子どもに対す
る教育支援

ー ー 在籍者５人（ブラジル人３人、フィリピン人２人） 「のぞみ教室」からの受入者なし。
文部科学省補助活用。

１７ 外国人の子どもに対する
教育支援【外国人児童生徒
学習支援事業】

（１）ウ（ア）外国籍児童・
生徒に対する教育環境
の整備

外国人の子どもに対す
る教育支援

ー 747,000 ブラジル友の会へ、放課後学習支援を委託。（1,800,000円）
小学生約21名、中学生約18名が受講。

１８ 圏域内外国人住民とその
家族への支援（なかにほん・
にほんご・あかでみぃ）

（１）ウ（ア）外国籍児童・
生徒に対する教育環境
の整備

圏域内外国人住民とそ
の家族への支援

ー ー 日本語学習支援（中日本自動車短期大学での日本語教室）
平成22年度2名参加（中国人）
生徒の学費負担が課題。

１８ 圏域内外国人住民とその
家族への支援【NPOによる
日本語学習等】

（１）ウ（ア）外国籍児童・
生徒に対する教育環境
の整備

圏域内外国人住民とそ
の家族への支援

ー ー 多文化交流フェスティバルなど外国人コミュニティの自主的な活動を支援。
定住外国人自立支援センターにて、外国人店舗で出張受付し、相談し易い体制づくりに努めてい
る。

１８ 圏域内外国人住民とその
家族への支援【外国人集住
都市会議】

（１）ウ（ア）外国籍児童・
生徒に対する教育環境
の整備

圏域内外国人住民とそ
の家族への支援

ー 709,000 南米日系人を中心とする外国人住民が多数居住する28都市で構成する「外国人集住都市会議」へ
参加。（負担金200,000円）
就労、教育、医療、社会保障等を検討し、国への提言も実施。

１９ スポーツを核とした地域
活性化事業

（１）ウ（ウ）スポーツ・
文化団体等の交流促進

スポーツを核とした地域
活性化事業

ー ー スポーツ種目がゴルフに特定されており、民間資金も無い現状では具体的に取組むことができない
ので共生ビジョンの見直しが必要である。スポーツ関連では施設の共同利用、大会の共同開催など
協議する必要がある。

２０ エコを活用した地域循環型
ビジネスの推進

（１）オ（ア）総合的な
環境・エネルギー対策
の推進

エコを活用した地域
循環型ビジネスの推進

ー ー 総務省の委託事業「緑の分権改革」推進事業を活用し実証調査を実施。
太陽光発電量シミュレーション、ＬＥＤ街路灯等設置調査、観光用電動アシスト自転車運用実証、エ
コナビポイント運用実証、ファンド構築可能性調査
県委託費45,000,000円

２０ 生涯学習施設ＬＥＤ照明
器具設置調査

（１）オ（ア）総合的な
環境・エネルギー対策
の推進

エコを活用した地域
循環型ビジネスの推進

ー 1,200,000 住民の自発的な学習活動の拠点施設である生涯学習施設の一部の照明をＬＥＤに変換し、コスト
削減を図り、施設の利便性の向上、環境意識の向上を推進する。、

２１ 公共交通連携事業 （２）ア（ア）地域公共
交通ネットワークの推進

公共交通連携事業 ー ー 利用者を６５歳以上の高齢者に限定した高齢者の生活支援（医療、福祉、買物等）のための新交通
システム（案）を作成。

２２ 都市計画区域の統合事業 （２）イ（ア）都市計画
区域の統合

都市計画区域の統合
事業

ー ー 手続きの作業中

２３ 生活幹線道路の整備 （２）イ（イ）生活幹線
道路の整備

生活幹線道路整備事業 ー ー １．バイパス計画は、ルート選定の可能性を検討するため年度内に調査業務を開始することとなっ
た。
２．行政界を跨ぐ生活道路の整備は、定住自立圏での事業としては実施しないことに決定した。



２４ 上下水道の共同利用事業 （２）イ（ウ）生活インフラ
の相互利用

上下水道の共同利用
事業

ー ー 坂祝町と第１回上下水道検討会を開催（１２月１７日）
・市、町相互の緊急連絡管（応急給水）について、行政界付近の水道施設現況配管図を確認しなが
ら候補地を４箇所選択する。
・坂祝町との下水道管の共同利用について、坂祝町酒倉地区で美濃加茂域外流入として坂祝町に
て検討中。坂祝町の大針地区の美濃加茂市区域外流入について意見交換をおこない今後も検討し
ていく。

２５ 多文化共生を目的とした
文化交流事業

（２）ウ（ア）多文化共生
の推進

多文化共生を目的とし
た文化交流事業

ー ー 中国語版のパンフレットが完成し、日・英・中の対応が可能になった。
外国人コミュニティが運営する定住外国人自立支援センターにて実施する各種事業を実施しなが
ら、参画する外国人が多文化共生のノウハウを学んでいる。

２６ 海外都市との経済交流の
推進

（１）エ（ア）農商工連携
による地域ブランドの
開発

海外都市との経済交流
の推進

ー ー 選考委員会の結果、評価も低く、今後の実施は再考しなければならない。

２７ 合同研修・人材交流事業 （３）ア（ア）職員の合同
研修及び人材交流

合同研修・人材交流
事業

ー 8月25日美濃加茂市文化会館にて、岐阜大学原田教授による教育講演会を開催。美濃加茂市、
加茂郡の教育関係者の資質を向上する。（１００，０００円）
1月27日美濃加茂市・坂祝町職員対象「市民協働実践研修会」を開催。講師：飯田市上久堅まちづく
り委員会会長
5月13日地方自治経営学会研究大会参加。美濃加茂市職員
5月18日美濃加茂市・坂祝町職員合同研修。講師：八尋産業㈱社長他

6月8日～29日美濃加茂市・坂祝町職員対象「普通救命講習」を開催。講師：可茂消防事務組合中消
防署
10月13日美濃加茂市・坂祝町職員対象「メンタルヘルス研修」を開催。講師：のぞみの丘ホスピタル
地域支援部長
11月15日美濃加茂市・坂祝町・川辺町職員対象「人事評価制度研修」を開催。講師：早稲田大学教
授

12月16日美濃加茂市・加茂郡住民職員対象「定住自立圏研修会」を開催。講師：日本政策投資銀行
藻谷氏
1月14日美濃加茂市・坂祝町職員合同研修。講師：総務省地域自立応援課長
1月18日美濃加茂市・加茂郡住民職員対象「定住自立圏研修会」を開催。講師：日本政策投資銀行
藻谷氏

２７ 合同研修・人材交流事業 （３）ア（ア）職員の合同
研修及び人材交流

合同研修・人材交流
事業

ー 305,000 男女共同参画推進事業
2月11日、2月26日パパ・ママＷ講座開催。講師：Mama's ｃａｆｅ
3月6日家族で楽しむ絵本ライブ。講師：ファザーリング・ジャパン東海

２７ 合同研修・人材交流事業 （３）ア（ア）職員の合同
研修及び人材交流

合同研修・人材交流
事業

ー ー 坂祝町3名、富加町1名、川辺町1名の職員交流を実施。

２８ 外部人材の確保及び活用
事業（まちづくりや福祉事業
等に活用）

（３）イ（イ）外部の
専門的な人材の登用

外部人材の確保及び
活用事業

ー ー 税徴収、教育機関等から外部人材の確保要望あり。
坂祝町においても別に顧問弁護士を選任している。２３年度共同化できないか協議中。
監査に関する事務・委員の共同化について、現行の地方自治法や行政組織の状況を洗い出し、可
能性等を研究する。（平成22年度２回開催、美濃加茂市、坂祝町、川辺町の行政担当職員）



２９ 広域的な生涯学習方針及
び計画の策定事業

（３）ウ（ア）行政事務の
効率運用

広域的な生涯学習方針
及び計画の策定事業

ー 1,818,500 生涯学習推進基本計画策定に向けた住民意識調査分析を共同で行い、報告書を作成。岐阜大学と
共同研究。
平成２４年度は、基本計画に基づくアクションプランを作成する。

２９ 広域的な生涯学習方針及
び計画の策定事業【地域づ
くり型生涯学習講座】

（３）ウ（ア）行政事務の
効率運用

広域的な生涯学習方針
及び計画の策定事業

ー ー ２月の最終報告会に向けて各グループで地域づくり活動をまとめていく。一部のグループはすでに
活動を実践しているため、次の活動計画をどのように進めるかを話し合う。

２９ 広域的な生涯学習方針及
び計画の策定事業【中央
公民館講座提供事業】

（３）ウ（ア）行政事務の
効率運用

広域的な生涯学習方針
及び計画の策定事業

ー 775,000 文化・スポーツ活動等の生涯学習活動で学び経験したことを地域に広げられるよう、人材育成を進
め、様々な講座を開催し、互いに学び合える環境を充実する。

２９ 広域的な生涯学習方針及
び計画の策定事業【市民ミ
ュージアム活動事業】

（３）ウ（ア）行政事務の
効率運用

広域的な生涯学習方針
及び計画の策定事業

ー 2,090,000 文化の森を拠点に実施する講座から、住民が自ら発見し、学ぶ場を提供する。
団塊世代、中学生高校生、高齢者、小学生それぞれの年代が結びつく企画を計画。
事業内容：まゆの家まつり、森のコンサート、市民活動運営、春朗読の１日、伝承料理の会、声のド
ラマ事業

２９ 広域的な生涯学習方針及
び計画の策定事業【先人を
活かした文化活動の推進】

（３）ウ（ア）行政事務の
効率運用

広域的な生涯学習方針
及び計画の策定事業

ー 5,193,000 坪内逍遥・津田左右吉などの先人といった歴史文化資源を有効に活用し、地域への愛着や誇りを育
む。
早稲田大学学生による演劇ワークショップや講演会を開催し、文化芸術活動を活発化する。
坪内逍遥大賞を開催し、逍遥の理念や思想をまちづくりに反映する。

３０ 図書システム広域利用環境
の構築事業

（３）ウ（ア）行政事務の
効率運用

図書システム広域利用
環境の構築事業

ー 6,839,900 美濃加茂市中央図書館、東図書館、坂祝町中央図書室のデータを一元化し、双方の蔵書の貸し借
り等、図書利用者の利便性を向上する。

３１ 中学校区の適正化事業 （３）ウ（ウ）行政事務の
効率運用

中学校区の適正化事業 ー ー 「教育を考える会」を3回開催。小学校区の適正化、中学校区の学校規模問題について協議した。

３２ 電算システムの一元化・
共同利用事業【地域クラウド
構築、携帯メール情報伝達
システム】

（３）ウ（ウ）行政事務の
効率運用

電算システムの一元化・
共同利用事業

ー 9,706,000 加茂郡７町村と一緒に「総合行政情報システム共同利用検討課長会議」で、地域クラウド事業の
導入について協議した。地域情報系システム（簡易電子申請・公共施設予約）の共同利用について
も、引き続き検討しているところである。
災害情報や不審者情報等を、住民に携帯メールで配信する、緊急放送携帯メール配信システムを
構築。

３３ （ニックネーム）エンジン
運営事業

（３）イ（イ）外部の
専門的な人材の登用

（ニックネーム）エンジン
運営事業

ー ー コミュニティファンド等の有識者からなる「地域力創造研究会」において、この地域に必要な地域活動
及びソーシャルビジネスについて協議。

３３ 具体的取組 全般 （３）イ（イ）外部の
専門的な人材の登用

（ニックネーム）エンジン
運営事業

ー ー 今後、議会行政改革特別委員会が中心となり進めていくこととなる。
事業の進捗状況を把握するため、担当課に進捗管理シートの提出を依頼。

4,400,000 60,635,650 


