
１ 　安心・安全向上分野

（１）医療（３事業）

事業名 　１．救急情報共有連携システム事業

坂祝町(H21.10.26)

富加町(H23.3.28） （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

七宗町(H23.3.28) （１）ア（ア）病診連携の強化

白川町(H23.9.29) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

八百津町(H23.12.22) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

東白川村(H23.12.22) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

事業の目的

期待される効果

◎木沢記念病院

加茂医師会

圏域内医療機関

可茂消防事務組合

美濃加茂市・坂祝町
富加町・七宗町・白川町
八百津町・東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整、調査研究

関係機関による協定の締
結、運用の調整

事業の運用、効果の検証

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

8,610 4,000 4,000 4,000 4,000 24,610

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

事業の内容

　ＰＤＡシステムの運用、広報

　対象者拡大の協力、関係機関調整、広報、財政支援

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

ＩＣカード発行費、ＰＤ
Ａ購入費、障がい者ＤＢ
データ変換ソフト購入
費、機器類の購入、シス
テム構築、諸雑費

形成協定の概要

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

情報の一元化により、患者中心の救急医療体制が推進できます。
診療、投薬、検査等の重複や危険を防止し、医療の質的な向上とともに、圏域内の医療資源の有効活用が推進で
きます。
対象者に、圏域内に暮らす障がい者の方々を加えることにより、障がい者福祉の向上を図ることができます。

（１）ア（ア）病診連携の強化

　協力医療機関の調整、広報

　協力、システムの運用、広報

　ＩＣカードの作成・配布、システムの運用・維持管理、関係機関調整、広報

ＩＣカードを利用した救急医療情報システムは、病院で治療を受けた住民が、病院から、氏名、血液型、既往歴
等の情報を登録したＩＣカードを取得し退院した後、救急医療が必要となった場合、そのＩＣカードを可茂消防
本部救急車両に設置したＩＣカード読取装置ＰＤＡにより読取ることで、救急隊員が登録情報を瞬時に把握し、
適切な処置が可能となるシステムです。

地域の中核医療機関が行う救急医療情報システム(ＩＣカード「ｍｅｄｉｃａ」救急医療情報システム）の活用
を、圏域内のその他の医療機関にも拡大し、情報の共有化によって、患者を中心とした救急医療サービス提供体
制の連携を強化します。

ＩＣカードに入院情報（手術歴、検査歴等）の追加や、対象者に圏域内に暮らす障がい者の方々も加え、情報の
充実、利便性の向上を図ります。なお、作成は、本人や家族の同意のもとに行います。
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事業名

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

七宗町(H23.3.28) （１）ア（ア）病診連携の強化

白川町(H23.9.29) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

八百津町(H23.12.22) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

東白川村(H23.12.22) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川
辺町・富加町・七宗町・
白川町・八百津町・東白
川村の住民、事業者

◎加茂医師会・加茂歯科
医師会

病院・診療所

美濃加茂市
坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
八百津町・東白川村

関係市町村の費用負担割
合に係る基本的な考え方

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関の調整、調査研
究

事業の運用、効果の検証

広報活動

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

3,820 9,820 9,840 9,840 9,840 43,160
概算事業費見込（千円）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

　関係機関調整、広報、財政支援

　事業実施、医師の派遣、関係機関調整、広報

調査費、広報費、運営費

　施設等の提供

休日急患診療所・休日急患歯科診療所事業等の病診連携事業に要する費用（医師
会・歯科医師会への医師待機料等負担金）は、医療機関の利用実績等により各市町
村が按分して負担する。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

　事業参加、協力

　２．休日急患診療事業

患者の負担軽減と、安心・安全な生活が推進できます。
圏域内の救急医療体制の充実を推進できます。

医療機関や医師会、歯科医師会との連携のもと、圏域の休日急患患者の診療体制を強化し、必要な医療サービス
を提供できる体制を構築します。

（１）ア（ア）病診連携の強化

（１）ア（ア）病診連携の強化

今後、人口の高齢化に伴い、救急出動は件数・搬送人員ともに増加することが予測されることから、基幹病院に
患者が集中する救急医療体制の見直しを図り、継続的に安定的な医療サービスを提供できる体制を構築します。
休日急患診療所、休日の急患歯科診療事業を推進します。

形成協定の概要
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事業名

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

七宗町(H23.3.38) （１）ア（ア）病診連携の強化

白川町(H23.9.29) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

八百津町(H23.12.22) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

東白川村(H23.12.22) （１）ア（ア）医療の高度化と救急対応能力の向上

事業の目的

期待される効果

可茂消防事務組合

◎木沢記念病院

美濃加茂市
坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
八百津町・東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

調査研究、関係機関調整

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 0 0 0
概算事業費見込（千円）

実施スケジュール

　３．基幹医療機関常設ヘリポート設置検討事業

救急医療における救命率の向上につながります。
災害時に、傷病者を、安全な医療機関へ迅速に搬送できます。
災害時に、医療従事者を、圏域外から迅速に搬送できます。

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

（１）ア（ア）病診連携の強化

  関係機関調整、広報、財政支援

（１）ア（ア）病診連携の強化

（注）地域災害拠点病院
木沢記念病院は、岐阜県内に５カ所ある地域災害拠点病院（注）の１つであり、圏域内において中核的な医療
サービスを提供する役割を担っています。
地域災害拠点病院は、「24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者の受入れ及び搬出を行うことが可能
な体制があること」「病棟、診療棟等の救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発
生時に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースがあること」「原則的に病院敷地内にヘリコプター
の離着陸場があること」などを満たしていることとなっています。

  ヘリポート設置調査研究、関係機関調整、広報

時間との闘いである救急医療の充実を図るため、圏域内に常設のヘリコプター離着陸場（ヘリポート）の設置に
ついて関係機関の調整を進めます。

救命率の向上に大きく貢献する高次な医療機関への迅速な搬送のため、木沢記念病院に常設へリポートの設置を
検討します。

ヘリポート設置調査研究

  ヘリポート設置調査研究、関係機関調整、広報、事業費負担

形成協定の概要

事業の内容

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）
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（２）福祉（７事業）

事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

七宗町(H23.3.28) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

白川町(H23.9.29) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

東白川村(H23.12.22) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

事業の目的

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川
辺町・富加町・七宗町・
白川町・東白川村の住
民、事業者

◎美濃加茂市（みのかも
ファミリー・サポート・
センター）

坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

体制整備、サポート会員
の研修・募集、事業の実
施、広報

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

2,180 2,890 3,990 3,990 3,990 17,040
概算事業費見込（千円）

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

　登録事務、コーディネート、サポート会員の研修、広報

　事業参加、協力

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

事業の内容

みのかもファミリー・サポート・センターを中心に、登録・紹介事務を行うとともに、サポート会員を対象とし
た会議、研修、交流会を開催します。地域の特性をいかした子育て支援サービスを進めます。

（注）ファミリーサポート
「子育てを手伝って欲しい人（利用会員）」と「子育ての手伝いをしたい人（サポート会員）」が会員となっ
て、一時的に育児のお手伝いをすることによって、地域のみんなで子育てをする制度です。
　みのかもファミリー・サポート・センターへ会員登録し、利用会員からの依頼条件に適合したサポート会員が
サポートを提供します。

　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

（１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

形成協定の概要

みのかもファミリーサポート（注）事業などを実施することにより、子育て支援サービスを強化します。

設立調査費等、コーディ
ネーター人件費・事務費

　登録事務、コーディネート、サポート会員の研修、広報

利用会員やサポート会員を増やし、圏域全体で子育て支援の機能を強化するとともに、地域間の交流を活発化す
ることができます。
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事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

七宗町(H23.3.28) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

白川町(H23.9.29) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

八百津町(H23.12.22) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

東白川村(H23.12.22) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川辺
町・富加町・七宗町・白川
町・八百津町・東白川村の
住民、事業者

◎美濃加茂市社会福祉協議
会

坂祝町・川辺町・富加町・
七宗町・白川町・八百津
町・東白川村の社会福祉協
議会

岐阜県社会福祉協議会

民間企業、福祉サービス事
業者

◎美濃加茂市
坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
八百津町・東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整

研究会の創設、状況調査等

各種事業の実施、事業の周
知等

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 2,000 3,020 5,000 5,000 15,020

　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

　事業参加、協力

圏域住民に対する福祉サービスの向上を図り、地域の福祉力を高めるため、福祉サービス従事者のスキル向上や、
新たに福祉の知識や技術を習得する人を支援します。

圏域内の福祉サービス従事者（外国人住民を含む）の地元定着率の向上、福祉サービスの専門性の向上を図りま
す。
福祉サービスの質及びサービス利用者の満足度が向上します。
地域の福祉力向上が期待できます。

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

圏域内の福祉資格を取得する人及び福祉事業所で従事する人を支援します。
福祉サービス向上にかかる研修及び相談に対する支援等を行います。

形成協定の概要

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

事業計画、関係機関調整補佐、事業実施協力、広報、事業費負担

協力、従事者の状況調査、広報

協力、広報

概算事業費見込（千円）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

事業計画、関係機関調整、事業実施、広報、事業費負担

事業費負担、事業協力、広報

設立調査費等、資格取得等
に対する助成金
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事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

七宗町(H23.3.28) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

白川町(H23.9.29) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

八百津町(H23.12.22) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

東白川村(H23.12.22) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川辺
町・富加町・七宗町・白川
町・八百津町・東白川村の
住民、事業者

医療機関、介護保険施設、
福祉関係機関

◎美濃加茂市
坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
八百津町・東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

調査研究、関係機関調整

ホームページの立上げ準備

システム構築、ホームペー
ジの運用、広報

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 1,560 1,000 1,000 3,560

形成協定の概要

実施スケジュール

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

事業計画、関係機関調整、事業実施、情報提供、広報、事業費負担

情報の一元化により、知りたい情報をまとめて知ることができます。
新たに圏域内に転入した住民の生活不安の解消につながります。
統計データの集積・検索機能を付加することにより、状況の把握、推移等を見える化することが可能となります。

事業計画、関係機関調整、事業実施、情報提供、広報、事業費負担

　６．エリアサービスマップ（ホームページ開設）事業

圏域住民に対する福祉サービスの質の向上を図るため、圏域内の医療機関、介護保険施設、福祉施設等を総合的に
紹介するホームページを開設します。（※日本語、英語、ポルトガル語等による表示）

　事業参加、協力

掲載する基本情報や機能等の内容（想定）
①基本情報は、施設等の名称、住所、電話、ＦＡＸ番号、メールアドレス、ホームページのＵＲＬ、サービスの内
容、利用時間、定員、アクセスマップ等とします。
②当該ホームページの利用者が瞬時に必要な情報を収集できるとともに、必要な書式のダウンロード等ができるよ
うになります。
③当該ホームページと各医療機関及び福祉関係施設等のホームページのリンクや、相互に情報を読取る機能を設定
します。

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

概算事業費見込（千円）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

ホームページ開設・運用・
保守料、諸雑費
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事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

七宗町(H23.3.28) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

白川町(H23.9.29) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

八百津町(H23.12.22) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

東白川村(H23.12.22) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

事業の目的

事業の内容

期待される効果

◎美濃加茂市
坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
八百津町・東白川村

外部人材の活用方針

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整、新たな推
進体制の調査・研究

職員の交流、合同研修会
の開催

専門知識をもつスタッフ
の積極的な活用

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 860 1,000 1,000 2,860

形成協定の概要

概算事業費見込（千円）

運営費

事業実施、指導者研修、広報、事業費負担

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

活用する主な政策分野：（１）生活機能の強化　関係市町村の費用負担割合に係る
基本的な考え方：幼児療育支援事業に関する外部人材の活用をはかる事業の費用
は、各市町村が協議のうえ、按分して負担する。

一人ひとりの子どもの状況に即した療育支援を強化できます。
指導者の交流や専門知識を有するスタッフの積極的な活用により、指導者の専門知識の向上や、子どもの健やか
な成長の妨げの早期発見・早期指導が可能となります。

指導に従事する職員の交流や合同研修会を開催し、療育に関する知識の向上を図り、圏域内の幼児療育の充実を
図ります。
専門知識を有するスタッフの積極的な活用を進めます。

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

　７．幼児療育支援事業

言葉や身体等の発育に支援が必要な子どもを対象とした幼児療育を行う美濃加茂市の「カナリヤの家」と、坂祝
町の「つくんこ教室」、川辺町の「親子教室」、富加町の「ことばの教室」、七宗町の「親子教室」、白川町の
「ことばの教室」、八百津町の「親子教室」などが連携し、一人ひとりの子どもに適した指導を行い、子どもの
健やかな発達を促します。

（１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

（１）イ（ア）子育て支援サービスの強化
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事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

七宗町(H23.3.28) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

白川町(H23.9.29) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

八百津町(H23.12.22) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

東白川村(H23.12.22) （１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川
辺町・富加町・七宗町・
白川町・八百津町・東白
川村の住民、事業者

◎美濃加茂市
坂祝町・川辺町・富加町
七宗町・白川町
八百津町・東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

調査研究、関係機関調整

施設設計・整備

支援事業

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 10,000 2,000 12,000

　８．可茂特別支援学校関係学童保育事業

圏域住民のニーズやライフスタイルに応じた子育て支援サービスの基盤整備を促進し、地域ぐるみで子育てを支
える環境の充実を図ります。

可茂特別支援学校に通学する障がいのある子ども等を対象とする放課後支援として、学童保育施設の整備を進め
ます。

　事業参加、協力

障がいのある子ども等の家族の就労支援や、介護する家族等の一時的な負担軽減等の支援を図ることができま
す。

（１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

（１）イ（ア）子育て支援サービスの強化

施設計画等の調整、施設整備、指導者研修、広報、事業費負担

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

形成協定の概要

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

設立調査費等、運営費
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事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28)

七宗町(H23.3.28)

八百津町(H23.12.22) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川
辺町・富加町・七宗町・
八百津町の住民、事業者

◎美濃加茂市・◎坂祝町
◎川辺町・◎富加町
◎七宗町・◎八百津町

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

調査研究、関係機関調整

研修、相談、広報、支援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 500 500 1,000

形成協定の概要

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

設立調査費等、運営費

連携し取組むことで効率的・効果的な支援ができます。
地域住民による支えあいのしくみができます。

　事業参加、協力

関係機関の調整、ボランティア等の研修、広報、事業費負担

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

（１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

　９．地域福祉活動の推進事業

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

高齢者や障がい者等、支援が必要な人を地域で支えあう環境を整え、住民が住みなれた地域で安心して暮らせる
まちをつくります。

高齢者等の生きがいづくりや、要支援者の見守り、家族の相談等について関係機関が連携し対応体制を整えま
す。
身近な福祉活動を担う住民ボランティア等の育成を推進します。
福祉サービスに関する情報収集・提供の充実や情報交換の場をつくり、様々な課題の解決につなげます。

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備
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事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

富加町(H23.3.28)

七宗町(H23.3.28) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

白川町(H23.9.29) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

八百津町(H23.12.22) （１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

東白川村(H23.12.22) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・川
辺町・富加町・七宗町・
白川町・八百津町・東白
川村の住民、事業者

◎美濃加茂市・◎坂祝町
◎川辺町・◎富加町
◎七宗町・◎白川町
◎八百津町・◎東白川村

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

調査研究、関係機関調整

研修、相談、広報、支援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 2,000 2,000 4,000

形成協定の概要

圏域において連携して取組むことにより、効率的・効果的な介護保険事業が展開できます。
介護保険施設等の相互利用について、より一層の連携を図ります。

　１０．介護保険の共同運用事業

（１）イ（イ）福祉サービスの向上に対する環境の整備

圏域における高齢化社会を支える介護保険事業について、安定的な運営を行います。

介護保険制度において共同して実施できる事業等について調査・研究を進め、圏域における介護保険事業のサー
ビス向上と安定した運営を行います。

　事業参加、協力

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

（１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込みを記載しています。
　　概算事業費見込みは、関係機関による事業費を含めた総事業費の見込み額です。

設立調査費等、運営費

関係機関の調整、制度研究調査、事業費負担
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