
２ 　産業振興分野

（１）産業振興（１２事業）

事業名 　１１．産業観光の推進事業　

坂祝町(H21.10.26) （１）エ（ウ）ものづくり観光の推進

富加町(H23.3.28) （１）エ（ウ）ものづくり観光の推進

白川町(H23.9.29) （１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

八百津町(H23.12.22) （１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

東白川村(H23.12.22) （１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

事業の目的

期待される効果

美濃加茂市・坂祝町・富
加町・白川町・八百津
町・東白川村の住民、事
業者

企業

◎美濃加茂市･町村観光協
会

商工農業団体

美濃加茂市
坂祝町・富加町・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、受入れ企
業の調査

体制整備、旅行会社等と
の企画内容の検討

産業観光マップ等ツール
の作成

見学受入れ・ツアーの開
始

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

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

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

見学スペースの設置、見学の受入れ体制整備、広報

集客の主な対象となる名古屋圏域の一般客や企業関係者に対し、バスツアーの企画及び産業観光マップの情報提
供等を行います。

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。

企画調査費、調整費、広
報費、運営諸経費

見学周遊コースの開発、旅行会社等との連携･調整、広報、事業費負担

新たな集客の確保を通じて観光関連サービスの活性化につなげることができます。
「ものづくり」が地域産業の基軸であると共に誇りの一つとして認識できます。
今後のものづくり産業を担う人材育成につなげることができます。

形成協定の概要

農林産業の体験活動を観光コースとして企画し、都市部からの集客を進めます。

事業の内容

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

県内トップクラスの製造品出荷額、工業・食品関連等の製造工場が多数立地するといった圏域の特長を活かし、
「ものづくり産業」を観光資源の一つとして位置付け、ものづくり（工業や食品関連等の製造）に関する展示
や、工場見学、体験型の産業観光を企画し、名古屋圏域等からの集客を図ります。

㈱ヤマザキマザック美濃加茂製作所が設立を予定している「（仮称）ものづくり博物館」のほか、㈱日立情映
テック、ソニーイーエムシーエス㈱東海テック美濃加茂サイト、㈱モンテール、パジェロ製造㈱、日本瓦の製造
所等圏域の製造工業に、製造現場見学スペースを設け、案内・紹介等を行います。

　事業参加、協力

見学受入れ企業の調査、関係機関調整、広報、財政支援

見学受入れ企業の調査、関係機関調整、広報、財政支援

食品関連企業では、すでに見学コースを設けている大阪屋製菓㈱や㈱モンテールのほか、八尋産業㈱、タンドー
ル製菓㈱、酒蔵等においても、見学スペースを設け、案内･紹介や、試食、規格外商品の直売等により、魅力的な
産業観光を設定します。
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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）エ（イ）歴史的観光資源を活かした観光事業の推進

七宗町(H23.3.28) （１）エ（イ）飛騨川流域の観光の推進

白川町(H23.9.29) （１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

八百津町(H23.12.22) （１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

東白川村(H23.12.22) （１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

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

圏域の観光施設

◎美濃加茂市･町村観光協
会

商工農業団体

◎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

かわまちづくり支援事業
基本計画策定、関係機関
調整、河川空間の活用調
査研究

まちなみ整備の調査研究

観光資源の活用調査研
究、整備

ソフト事業の調査研究、
関係機関調整

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

30,606 21,500 27,830 41,600 76,100 197,636

企画、関係機関調整、広報、事業費負担

企画、関係機関調整、広報、財政支援
観光資源開発、大学との連携・調査研究

新たな観光客の掘起しを通じて経済効果につなげることができます。
周辺住民が利用しやすい施設整備やソフト事業の展開を通じ、新たな憩いの場を創出することができます。
情報提供の強化により、来訪者の利便性の向上を図ることができます。

　事業参加、協力

関係機関調整、広報、財政支援

　１２．歴史的観光資源を活かした観光事業

（１）エ（イ）飛騨川や木曽川、里山を活用した観光の推進

中山道太田宿や飛騨街道、宿場町の趣が残る加治田、旧八百津発電所など歴史的観光資源、木曽川沿いの日本ラ
インロマンチック街道、木曽川の蘇水峡、飛騨川のダム湖や飛水峡周辺、清流白川等の自然観光資源を活用し、
集客力を強化します。
地域住民との協働によるイベントやスポーツ団体活動などの誘客等、ソフト観光事業を推進します。
訪れる人が、わかりやすく魅力的に思う観光情報を提供し、観光客の増加を図ります。

企画、観光客の受入れ体制強化、広報、事業費負担

（１）エ（イ）木曽川や旧中山道を活用した観光の推進

観光産業に関わる民間企業や関係団体等と連携し、地域固有の歴史や文化、自然を活かした観光を研究し、名古
屋圏域等から訪れる人が回遊しやすい観光環境を整備します。

形成協定の概要

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

かわまちづくり基本計画
策定、関係機関調整、広
報、雑費

かわまちづくり支援事業の実施、広報、財政支援
企画、関係機関調整、広報、財政支援
観光資源開発、大学との連携・調査研究

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。
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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）エ（オ）農業の振興

七宗町(H23.3.28) （１）エ（エ）農林業の振興

白川町(H23.9.29) （１）エ（エ）農林業の振興

八百津町(H23.12.22) （１）エ（エ）農林業の振興

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・八百津町の住
民、事業者

◎めぐみの農業協同組合

美濃加茂市・坂祝町
川辺町・富加町・七宗町
白川町・八百津町

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整

企画調査研究

施設整備、体制整備、広
報

参加者募集

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

農業資源を活用し、農業体験の場を整え、環境にやさしいライフスタイル等農業の持つ価値を活用し、担い手不
足や耕作放棄地の防止等に取組みます。

農業後継者の育成事業として、農家へ宿泊しながら農作業を手伝う農業の体験型観光や、耕作放棄地の整備ボラ
ンティア等による農業体験に取組み、農業振興を支援します。
担い手候補を営農希望者の募集等により確保します。
農地の附属した住宅等の提供を進め、都市部からの移住を促進します。

形成協定の概要

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　事業参加、協力

調査・調整費、広報費、
運営費

　１３．農業による定住自立事業

関係機関調整、広報、財政支援

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）エ（オ）農業の振興

受入れ農家の確保、企画調査研究、農園付住宅等の施設整備・維持管理、募集、関
係機関調整、広報、事業費負担
農業後継者の育成支援

農業を軸とした交流人口や定住人口の増加が期待できます。
農業後継者を育成することができます。
新たなライフスタイルの提案により、みのかも定住自立圏圏域のイメージアップにつながります。

（１）エ（エ）農業の振興
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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）エ（オ）農業の振興

七宗町(H23.3.28) （１）エ（エ）農林業の振興

白川町(H23.9.29) （１）エ（エ）農林業の振興

八百津町(H23.12.22) （１）エ（エ）農林業の振興

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・八百津町の住
民、事業者

◎農業生産者

◎めぐみの農業協同組合

◎圏域内の企業

教育機関

美濃加茂市

坂祝町・川辺町
富加町・七宗町・白川町
八百津町

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

企業給食等への食材の供
給体制の整備

食品リサイクルの検討

農業の生産技術開発・支
援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 2,000 2,000 2,000 6,000

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

形成協定の概要

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

地域の農業資源、農産物を活用した地域循環型ビジネス、地産地消を確立し、農業振興と安心・安全な食材の提
供を図ります。

技術開発の支援、広報

学校給食センターの活用の推進、関係機関調整、国等の公的支援確保、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。

調査・調整費、運営費

安心・安全な食材の供給、企画、関係機関調整、広報、事業費負担

事業の内容

　事業参加、協力

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

圏域内の企業等のノウハウを活用し、農業経営の高度化を図ります。
圏域内の農業生産者と企業が連携し、学校給食や医療・福祉施設の給食を担う給食センター、圏域外企業等に対
する安心・安全な食材の提供等、地産地消を軸に新たな農業ビジネスを展開します。
学校や医療機関、企業などの給食の残飯を活用した肥料の生産など、食品リサイクルを検討します。

　１４．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（エ）農業の振興

技術開発の支援、経営効率化の支援、関係機関調整、広報、事業費負担

圏域内に安心・安全な食材を提供することができます。
圏域で生産された農産物の圏域での消費が促進されます。
農業経営の高度化・効率化・高品質化が期待できます。
農業資源を活用した農業就業者や交流人口の拡大が期待できます。

（１）エ（オ）農業の振興

安心・安全な食材の供給、企画、関係機関調整、広報、事業費負担
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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)

七宗町(H23.3.28)

白川町(H23.9.29) （１）エ（ア）農商工連携による地域ブランド事業の推進

八百津町(H23.12.22) （１）エ（ア）農林商工連携による特産品事業の推進

東白川村(H23.12.22) （１）エ（ア）農林商工連携による特産品事業の推進

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

◎商工農業団体

めぐみの農業協同組合

商品開発を行う企業

外部アドバイザー

美濃加茂市・町村観光協
会

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

協議会設立、地域ブラン
ドの定義の検討

特産品の開発・研究

地域ブランドの推進によ
る販路拡大

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

300 5,400 1,000 1,000 1,000 8,700

実施スケジュール

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

（１）エ（ア）農林商工連携による地域ブランドの開発

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

形成協定の概要

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。

　１５．地域特産品事業

　事業参加、協力

地域産品等の販売の拡大により、生産者及び販売者の収益向上が期待できます。
地域ブランドの確立により、圏域全体のイメージアップや、みのかも定住自立圏のファンを獲得することができ
ます。

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

協議会設立協力、関係機関調整、広報、財政支援

地域ブランドの開発調査

地域ブランドの開発、協議会設立協力、関係機関調整、広報、事業費負担

圏域で生産された果物、野菜、特産品･加工品等の地域特産品を地域ブランドとして推進し、市場の拡大を図りま
す。

地域ブランドの定義･基準の調査、会員への協力依頼、特産品の開発アドバイス、協
議会設立、関係機関調整、広報、事業費負担

概算事業費見込（千円）

地域ブランドの定義･基準の調査、会員への協力依頼、特産品の開発アドバイス、協
議会設立協力、関係機関調整、広報、財政支援

地域ブランドの販路拡大支援、協議会設立協力、関係機関調整、広報、財政支援

調査、開発、協議会設
立、調整、広報、運営費

圏域の美しい自然、豊かな土壌、良質な水で育まれた生産品を活用した地域特産品の開発を支援し、販路の拡大
を進め、地域ブランドを推進します。
農業生産者、食品加工業者、販売店及び飲食店等、関連する生産者・事業者が一丸となり、生産から加工、販売
までを地域で一貫して行うことにより、地域ブランドの価値を確立します。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）
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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)

七宗町(H23.3.28)

白川町(H23.9.29) （１）エ（ア）農商工連携による地域ブランド事業の推進

八百津町(H23.12.22) （１）エ（ア）農林商工連携による特産品事業の推進

東白川村(H23.12.22) （１）エ（ア）農林商工連携による特産品事業の推進

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

◎めぐみの農業協同組合

商工農林業団体

美濃加茂市･町村観光協会

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、直売所の支援

「（仮称）とれったひろ
ば美濃加茂店」運営

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

200 4,500 1,000 1,000 1,000 7,700

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

概算事業費見込（千円）

「（仮称）とれったひろば美濃加茂店」の建設・運営、関係機関調整、広報、事業
費負担

　１６．特産品の販路拡大事業

生産者及び販売者の収益向上が期待できます。
生産者が消費者の反応を直に感じることから、生産者の作り手としてのモチベーションの向上を通じて農業の活
性化を図ることができます。
地域ブランドを通じて、圏域のイメージアップや、みのかも定住自立圏のファンを獲得することができます。

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

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。

地元の農産物及び特産品等を販売する「（仮称）とれったひろば美濃加茂店」の設置、道の駅「日本昭和村」
「半布里の郷とみか」「ロック・ガーデンひちそう」「美濃白川」「茶の里東白川」や農産物直売所などの活用
を通じて、地元産品の販路拡大を図ります。
インターネットによる販売や全国物産展などへの販売を行い、地域ブランドの全国展開を図ります。

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

農林商工の連携により、地元農産物を活用した地域ブランド開発を進めるとともに、地元特産物の流通販路を強
化し、圏域の産業の活性化を図ります。

（１）エ（ア）農林商工連携による地域ブランドの開発

調査、調整、広報

関係機関調整、広報、財政支援

地元産品の販路拡大に向けた会員への協力依頼、関係機関調整、広報、財政支援、
道の駅・農産物直売所などの運営

　事業参加、協力

関係機関調整、広報、財政支援
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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)

七宗町(H23.3.28)

白川町(H23.9.29) （１）エ（ウ）産業活性化のための異業種間・産学官連携と人材育成の推進

八百津町(H23.12.22) （１）エ（ウ）産業活性化のための異業種間・産学官連携の推進

東白川村(H23.12.22) （１）エ（ウ）産業活性化のための異業種間・産学官連携と人材育成の推進

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

◎商工農業団体

教育機関

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

関係機関調整、調査研究

計画、開発、広報

人材養成に関する調査研
究

人材養成講座の実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 1,000 2,000 2,000 5,000

　１７．産業活性化のための異業種間・産学官連携と人材育成推進事業

調査、調整、広報、運営
補助費

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。

　事業参加、協力

（１）エ（エ）産業活性化のための実践的職業訓練の促進

大学・研究機関等との連携支援、国等の公的支援確保、関係機関調整、広報、財政
支援

（１）エ（ウ）産業活性化のための異業種間・産学官連携と人材育成の推進

特色ある資源を調査し、連携の仲介・調整等、情報交換を促進するための体制を整備します。
新事業やベンチャー企業の創出による地域活性化を促進します。
民間企業等の需要に応じた人材の確保に関する体制整備を支援します。
企業や大学等と事業の連携を進めます。

関係機関調整、施設・指導者の提供・紹介、調査研究、広報

新たなブランドの開発が期待できます。
製品の開発から、製造、販売、広報まで連携し取組むことができます。
ニーズに即した人材の育成・確保を通じて、企業の経営基盤の強化や、新事業の創出、雇用の創出・安定化を図
ることができます。

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

概算事業費見込（千円）

（１）エ（エ）産業活性化のための異業種間・産学官連携と人材育成の推進

（１）エ（ウ）産業活性化のための異業種間・産学官の連携と人材育成の推進

異業種間・産学官連携をすることにより、経済の発展を共に実現していくとともに、事業を担う人材育成を推進
します。

関係機関調整、新製品の調査研究、人材養成講座の開設、広報、事業費負担

26 



事業名

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30)

事業の目的

事業の内容

期待される効果

◎商工農業団体、圏域企
業

教育機関

◎美濃加茂市
◎坂祝町
◎川辺町

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

ビジネスモデルの検討

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 80 80 4,000 4,160

形成協定の概要

　１８．水を使ったビジネスモデルの構築

豊富な水資源を調査し、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。

豊富な水資源を活用した新たなビジネスを創出できます。

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発

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。

実施スケジュール

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）

水資源を活用した新たなビジネスモデルの調査研究、関係機関調整、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。

水資源を活用した新たなビジネスモデルの調査研究

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

調査、調整、運営、広
報、諸経費
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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）エ（オ）農業の振興

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・富加町の住民、事
業者

◎美濃加茂市
◎坂祝町
◎川辺町
◎富加町

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関情報共有

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 0 0 0

　１９．農業振興地域整備計画の情報の共有化事業

農業振興地域整備計画の情報を共有することにより、優良な農地の保全を進めます。

優良な農地の保全を推進されます。
隣接地などの環境を考慮した土地利用が進められます。

（１）エ（エ）農業の振興

（１）エ（オ）農業の振興

隣接する市町における農業振興地域の整備計画を共有し、整備計画を効果的に実施します。

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。

関係機関調整

諸経費

形成協定の概要

　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）
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事業名

七宗町(H23.3.28)

白川町(H23.9.29) （１）エ（エ）農林業の振興

東白川村(H23.12.22) （１）エ（エ）農林業の振興

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・七宗町・白
川町・東白川村の住民、
事業者

◎可茂森林組合
◎白川町森林組合
◎東白川村森林組合

美濃加茂市・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

関係機関情報共有

森林整備の推進

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

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

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、林業の就労の情報発信

森林整備推進の人材育成
費

　事業参加、協力

　森林の保全活動を推進、林業の就労の場を創出

概算事業費見込（千円）

　２０．森林整備の推進・林業人材の確保事業

森林のもつ機能を十分に発揮できるように、優良な森林の保全を進め、林業の振興をはかります。

林業に従事する人が増え、従事者の定住が促進します。
木材等の優良な林産物が生産され、林業に関わる産業が活性化します。
圏域全体で優良な森林が保全されます。

（１）エ（エ）農林業の振興

森林整備に従事する人材の確保を進め、林業に就労する機会を創出します。
共同して優良な森林の保全を進め、災害に強い森林づくりを進めます。
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事業名

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30) （１）エ（エ）農業の振興

富加町(H23.3.28) （１）エ（オ）農業の振興

七宗町(H23.3.28) （１）エ（エ）農林業の振興

白川町(H23.9.29) （１）エ（エ）農林業の振興

八百津町(H23.12.22) （１）エ（エ）農林業の振興

東白川村(H23.12.22) （１）エ（エ）農林業の振興

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

各市町村の猟友会

◎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

関係機関情報共有

有害鳥獣駆除従事者の育
成

有害鳥獣共同駆除の実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 280 560 560 1,400

有害鳥獣共同駆除の実施 0 0 0 500 500 1,000

概算事業費見込（千円）

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

　事業参加、協力

　事業参加、協力

　２１．有害鳥獣の共同駆除事業

圏域の安定した農業生産を維持するため、共同で有害鳥獣の駆除を進めます。

圏域の有害鳥獣による農業被害が減少し、農産物が効率的に生産されます。
農産物の生産性が向上し、農業経営が安定化します。
農業経営が安定し、農業に従事する人の定住が進みます。

（１）エ（オ）農業の振興

農産物に被害を与える有害鳥獣の駆除を共同で実施します。
有害鳥獣の駆除に従事する人材を育成し、駆除を行う団体を支援します。

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。

関係機関調整、従事者育成支援

有害鳥獣駆除従事者の育
成事業
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事業名

形成協定の概要 白川町(H23.9.29)

事業の目的

事業の内容

期待される効果

◎美濃加茂市
◎白川町

林業・住宅産業団体

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

環境保全型木造住宅の調
査研究

普及促進に向けたＰＲ方
法の研究

普及促進活動の実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 500 500 1,000 2,000

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）

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。

企画調査費、広報費

ＰＲ方法の調査研究

連携可能事業の発掘、新たな販路拡大方法の研究

　２２．環境保全型木造住宅の普及促進事業

地域材を活用した木造住宅の普及を促進します。

地域の木材を活用した住宅の建設により、地場産業の活性化に寄与することができます。
夏は涼しく冬は暖かい木造住宅が普及し、二酸化炭素の排出量の抑制、環境の保全につながります。

（１）エ（エ）農林業の振興

地域住民に対して地域産材を活用した住宅建設を広くＰＲして、地域産材の販路を拡大していきます。
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