
３ 　交流・共生分野

（１）教育（８事業）

事業名 　２３．外国人の子どもに対する教育支援

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）ウ（ウ）外国人の子どもに対する教育環境の整備

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・富加町の住民、事
業者

◎多文化共生に関わるＮ
ＰＯ等

◎教育機関

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

日本語学習講座の調査研
究、関係機関調整

学習講座の開設、広報

日本の社会ルールの教育
支援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

747 1,620 1,350 1,350 1,350 6,417

外国人の子どもたちが地域に溶け込みながら、必要な教育の支援を受けることができます。
外国人住民も日本人もお互い安心して暮らせる圏域を形成することができます。
将来、日本と出身国の橋渡しや、圏域の産業・経済活動の貴重な人材としての活躍が期待できます。

　各種学習講座支援、関係機関調整、広報、事業費負担

　事業参加、協力

形成協定の概要 （１）ウ（ア）外国人の子どもに対する教育環境の整備

教育委員会や教育機関と、多文化共生に関わるＮＰＯ等が連携し、外国人の子どもたちを対象に、日本語や日本
の社会ルール、文化に関する学習講座を行います。

（１）ウ（ア）外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備

圏域の外国人の子どもの学校生活における適応力及び就学率の向上を図ります。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　各種学習講座の企画・実施、関係機関調整、広報、事業費負担

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。

　関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

調査・研究、運営
調整、広報、諸経費
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事業名 　２４．図書システム広域利用環境の構築事業

坂祝町(H21.10.26) （１）ウ（イ）公共施設の共同利用の推進

富加町(H23.3.28) （２）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

白川町(H23.9.29) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

八百津町(H23.12.22) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

東白川村(H23.12.22) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

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・富
加町・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

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

調査、調整、システム構
築

運用方法、貸出し方法の
統合の調査、調整、実施

イベント情報の交換の調
査、調整、実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

6,900 3,000 3,210 3,000 0 16,110

　調査、関係機関調整、システム構築、図書データの移行作業、システム工事、サー
　バ処理能力の増強、広報、事業費負担、運用方法・貸出し方法の統合

　調査、関係機関調整、広報、事業費負担、運用方法・貸出し方法の統合

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

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、システム構
築、運用、広報、諸経費

　事業参加、協力

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

形成協定の概要

圏域住民の生涯学習、文化・スポーツ活動等を活性化するため、公共施設の共同利用を推進し、公共施設の利便
性の向上を図ります。

美濃加茂市立図書館のシステムと坂祝町中央公民館図書室のシステムを統合し、データの一元化を図ることによ
り、一体的な運用を構築します。
システムの運用方法や本等の貸出し方法の統合、図書館のイベント情報の交換を推進します。

システムや運用方法、貸出し方法の統合により、双方の所持する蔵書の貸し借りが可能となり、初めて利用する
図書館においてもスムーズに手続きができるなど、図書利用者の利便性の向上が図れます。
図書の共同購入等により、図書館の運営経費の削減が期待できます。
イベント情報の交換により、利用者の幅の広がりが期待できます。
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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) （２）ウ (ア) 公共施設の共同利用の推進

七宗町(H23.3.28) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

白川町(H23.9.29) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

八百津町(H23.12.22) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

東白川村(H23.12.22) （１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

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

◎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

生涯学習実態調査、計画
策定

計画に基づく生涯学習の
推進

住民への生涯学習活動支
援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

9,877 4,070 3,910 3,000 3,000 23,857

広域的な生涯学習施設の利用による住民の交流促進が期待できます。
生涯学習事業の共同化により、コストの削減が期待できます。
圏域の生涯学習の情報提供を一元化することにより、住民の多様なニーズに対応し交流を促進します。

活用する主な政策分野：（１）生活機能の強化・（２）結びつきやネットワー
クの強化　関係市町村の費用負担割合に係る基本的な考え方：生涯学習機会の
充実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。

　２５．生涯学習機会の充実

生涯学習状況の実態調査、ニーズの把握、講座開設、広報、生涯学習情報提供
システムの構築、活動支援、事業費負担、青少年健全育成事業の共同化に向け
た調査

生涯学習状況の実態調査、ニーズの把握、講座開設、広報、生涯学習情報提供
システムの構築、活動支援、事業費負担、青少年健全育成事業の共同化に向け
た調査、共同の生涯学習計画書策定、生涯学習推進基本計画に沿った施策実施
に係る検証システムの構築

　事業参加、協力

実施スケジュール

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

形成協定の概要

生涯学習状況の実態調
査、広報、活動支援

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）ウ（イ）公共施設の共同利用の推進

（１）ウ（イ）公共施設の共同利用の推進

公共施設の利便性の向上を図り、圏域住民の生涯学習、文化、スポーツ等の活発な活動を促進することによ
り、魅力的な人と地域をつくります。

住民に多種多様な学習情報を提供するとともに、適切な生涯学習相談が実施できる体制を構築します。ま
た、大学等の高等教育機関や民間事業者との連携した講座等を実施することにより、住民の専門化・高度化
する学習ニーズに対応します。
インターネットを活用した生涯学習情報等を提供することにより、住民の生涯学習活動や交流できる環境を
整えるとともに、生涯学習施設等の利便性の向上を図ります。
自主的な生涯学習活動を促進し、圏域への誇りや愛着、郷土愛を育むとともに、まちづくりに貢献する団体
を育成します。
圏域における青少年の健全育成事業の共同化に向けて調査・検討を進めます。
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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）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

七宗町(H23.3.28) （１）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

白川町(H23.9.29) （１）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

八百津町(H23.12.22) （１）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

東白川村(H23.12.22) （１）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

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

◎各種スポーツ団体

教育機関

スポーツ関係事業者

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

普及・指導、指導者の育
成、広報

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 1,650 700 2,000 2,000 6,350

各種スポーツの普及・指導、指導者の育成、関係機関調整、広報、事業費負担

関係機関と連携したスポーツ教育、普及活動、関係機関調整、広報

　２６．スポーツを核とした地域活性化事業

すべての圏域住民が、スポーツ活動を通じ相互に参加・交流し、生きがいを感じることができる環境を整備しま
す。

子どもから大人、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。
圏域のトップアスリートを応援することにより、圏域の誇りの創出と、全国的な知名度の向上が期待できます。

（１）ウ（ウ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

スポーツ団体等が、相互に参加・交流し、活発に活動できる環境を整備します。
スポーツ団体等の活動情報を集約し、圏域住民に対し、広域的・総合的な情報を提供します。
圏域のスポーツ施設の資源を活用し、トップアスリートを育成する環境を整備します。

（１）ウ（ウ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

形成協定の概要

調査、調整、研修、情報収
集・提供、諸経費

施設利用協力、地域普及活動、関係機関調整、広報

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

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。

　事業参加、協力
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事業名

坂祝町(H21.10.26)

富加町(H23.3.28)

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・富
加町の住民、事業者

文化公演関係事業者

◎美濃加茂市
　坂祝町
　富加町

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整

検討会議設立、調査研
究、準備

具体的な公演事業の推進

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 5,000 5,000 10,000

調査、調整、検討会議、
事業費、広報、諸経費

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。

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

圏域で共同開催することにより、充実した文化活動が推進されます。
共同出資することにより、コスト削減を図ることが期待できます。

　事業参加、協力

文化交流の普及、関係機関調整、広報
実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

　２７.　文化公演事業

形成協定の概要
（１）ウ（イ）公共施設の共同利用の推進

（２）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

住民の文化的交流を促進し、スケールメリットをいかして利用者の増加を図る効率的な事業運営を実施します。

各市町で開催している文化振興のための自主事業（コンサート等）を共同開催することにより、事業内容の選択
肢を広げ、効率的な事業の実施と文化的な交流促進を図ります。
各市町で開催する事業について、実施自治体を含めた定住自立圏域で互いに情報共有・PRし、文化活動の幅を広
げます。
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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)

七宗町(H23.3.28)

白川町(H23.9.29)

八百津町(H23.12.22)

東白川村(H23.12.22)

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・富
加町・白川町・八百津
町・東白川村の住民・事
業者

◎市教育センター

◎加茂郡教育研究所

美濃加茂市
坂祝町・富加町・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

具体的な連携の強化

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 220 220 220 660

　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、事業費、広
報、諸経費

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。

教員の資質向上を目指し、市教育センターと加茂郡教育研究所の双方の良さを活かすことで、魅力ある学校
教育を推進します。

市教育センターと加茂郡教育研究所の役割を明確にし、双方にとってメリットのある連携を目指します。
市教育センターと加茂郡教育研究所の連携を強化することにより、教員研修の更なる充実を図ります。

魅力ある学校教育の促進により、未来を担う心豊かでたくましい子どもが育まれます。

　事業参加、協力

　調査、関係機関調整、システム構築、事業費負担

　調査、関係機関調整、システム構築、事業費負担

活用する主な政策分野：（３）圏域マネジメント能力の強化　関係市町村の費
用負担割合に係る基本的な考え方：教育センターの機能強化事業に関する外部
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。

　２８.　教育センターの機能強化事業

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

概算事業費見込（千円）

実施スケジュール

形成協定の概要

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)

八百津町(H23.12.22)

東白川村(H23.12.22)

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

博物館等に関わるボラン
ティア

◎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

検討会議設立、調査研
究、準備

地域丸ごと博物館
スタンプラリーを開催

加茂の古代風景展
巡回展の開催

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 1,830 2,000 2,000 5,830

各市町村にある文化施設や文化財等を有効活用することにより、お互いの文化に触れながら、文化活動の振
興を図ります。圏域の文化・芸術の普及や交流を深め、伝統文化の継承や施設の有効利用を図ります。

各市町村の文化施設での、展覧会の巡回や博物館活用について共同で取り組むことを推進し、圏域全体の文
化の向上を目指します。共通の文化財をテーマにした展覧会・講座等の共同開催を行うことによって、圏域
の文化を普及・啓発することができます。また、ボランティア等と共催した市民参画による事業を行い、文
化交流を深めます。

圏域の文化交流が進むことによって、お互いの文化を学び、理解を深め合い、圏域の活性化につながりま
す。また、文化施設や文化資源の情報を共有し、活用することによって新たな経済的な波及効果も見込まれ
ます。

　事業参加、協力

　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、検討会議、
事業費、広報、諸経費

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。

概算事業費見込（千円）

実施スケジュール

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

講座の講師、資料整理、文化財の調査・普及等

形成協定の概要

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

　２９．博物館施設の連携・文化財保護共同事業

（１）ウ（イ）公共施設の共同利用の推進

（２）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

（１）ウ（イ）公共施設の共同利用の推進
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事業名

形成協定の概要 八百津町(H23.12.22)

事業の目的

事業の内容

期待される効果

美濃加茂市・八百津町の
住民

美濃加茂市教育委員会

◎八百津町教育委員会

美濃加茂市・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

具体的な連携の強化

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 100 100 100 300
概算事業費見込（千円）

実施スケジュール

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　３０.　不登校児童生徒支援事業

（１）ウ（ウ）不登校児童生徒への支援

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。

不登校児童生徒の学習機会の拡大を図ります。

不登校児童生徒の学習機会が拡大するよう、関係施設の活用や体験内容などを工夫します。

不登校児童生徒の学習機会が拡大されます。
不登校児童生徒の学校への復帰のきっかけになります。

関係児童生徒や保護者の参加、活用

学習機会、体験内容等の調整

調査、調整、運営費、広
報、諸経費

学習機会の企画、受け入れの方法

学習機会の企画、受け入れの方法
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（２）環境（１事業）

事業名

坂祝町(H22.3.24)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

七宗町(H23.3.28) （１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

白川町(H23.9.29) （１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

八百津町(H23.12.22) （１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

東白川村(H23.12.22) （１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

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・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

研究会の設立、調査研究

クリーンエネルギー活用
の普及促進

自然エネルギー活用推進
計画の策定及び実証施設
の研究

エコを活用した地域づく
り

エコ型生活スタイルの普
及活動

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 26,480 29,480 29,480 85,440

地球温暖化対策に積極的に取組む圏域として、知名度と誇りが向上し、圏域住民の環境意識を高めます。
地域の企業が、自然エネルギー関連事業に携わることによる産業の活性化と、災害時における避難施設の機能強
化など、住民が安全安心な地域として誇りを持つことができるようになり、さらに地域への帰属意識の高揚や定
住促進に繋がることが期待できます。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

実施スケジュール

　３１．エコを活用した地域循環型ビジネスの推進

エコポイント等によるエコ型生活スタイルを促進し、地球温暖化対策に取組むモデル地区を目指します。

自然エネルギーである太陽光発電、バイオ燃料による廃棄物発電、地下熱等を活用した地域循環型ビジネスモデ
ルを確立し、ＣＯ2の２５％削減を推進します。

（１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

（１）オ（ア）総合的な環境・エネルギー対策の推進

圏域住民、民間企業、研究機関、関係団体等多様な主体との連携のもと、圏域全体で二酸化炭素等の温室効果ガ
スの排出量削減や、クリーンエネルギーの普及拡大、緑化及び緑地の保全等を推進します。
圏域河川の水質保全、自然環境の保護活動、リサイクル等によるごみの減量対策や適正な処理等の環境対策を広
域的・効果的に実施します。

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。

　事業参加、協力

形成協定の概要

電力の地産地消を推進するため、地域産業等との協働により自然エネルギー活用推進計画を策定するとともに、
地域の企業や商店等の協力体制を構築しながら各地域の避難所などの小単位の地区で利用できる、その地区の特
性に合った自然エネルギーの研究及び実証施設の設置を目指します。

調査研究、運営、調整広
報、諸経費

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：エコを活用した地域循環型ビジネスの推進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。

　関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援等

　調査研究、成果の提供、関係機関への指導・助言

地域循環型ビジネスモデルの調査研究、企画、関係機関調整、広報、事業費負担
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（３）公共ネットワーク（２事業）

事業名

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30)

富加町(H23.3.28) （２）ア（ア）地域内を移動できる公共交通機関の整備

七宗町(H23.3.28) （２）ア（ア）地域公共交通ネットワークの推進

白川町(H23.9.29)

八百津町(H23.12.22) （３）ア（ア）地域公共交通ネットワークの推進

東白川村(H23.12.22) （２）ア（ア）地域公共交通ネットワークの推進

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

◎民間事業者、タクシー会
社等

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

方向性の統一、既存公共交
通の洗い出し、住民ニー
ズ・接続可否調査

専門家（外部人材の登用）を招
き、協議会の中で、実効性の検
証、計画策定

圏域内公共交通体系システ
ムによる運行

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 1,210 25,620 30,760 26,110 83,700

事業参加、協力

関係機関調整、公共交通会議、住民の合意形成、広報、財政支援

　３２．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

圏域住民の交通利便性の向上を図るため、地域公共交通の広域ネットワーク化を推進します。

圏域の民間事業者等の送迎車両の空席を活用した新交通システムの実施に向けて、関係機関と共に検討していきま
す。
各市町村の既存の公共交通を棚卸し、住民ニーズを調べ、既存路線を接続・延伸することで、圏域内を行き来でき
る環境を整えます。

形成協定の概要

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（２）ア（ア）地域公共交通ネットワークの推進

概算事業費見込（千円）

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。

民間活力の導入により、効果的・効率的な公共交通網が構築できます。
圏域内の医療機関や商業施設が連携でき、利便性の高い公共交通サービスの提供が実現できます。
住民の交流の活発化、図書館やプールなど公共施設の利用率の向上につなげることができます。

運行計画、運行管理、関係機関調整、広報、事業費負担実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

調査、調整、運営費、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)

七宗町(H23.3.28) （２）イ（ア）ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備

白川町(H23.9.29) （２）ア（ア）ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備

八百津町(H23.12.22) （２）イ（ア）ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備

東白川村(H23.12.22) （２）イ（ア）ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備

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・
白川町・八百津町・東白
川村の住民、事業者

関係事業者

◎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、調査研究

システム構築、管理、制
作、広報

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 8,000 9,600 9,600 9,600 36,800

形成協定の概要

調査、調整、管理費、制
作費、広報、諸経費

　関係機関調整、システムの構築、管理、制作、広報、事業費負担

ＣＡＴＶ、携帯電話、ＩＴ、情報紙等を活用し、だれもがまちの情報を共有できる環境を整えます。
住民同士の情報交換機能を充実させ、必要な情報を共有するしくみをつくります。

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。

だれもが確実な情報を迅速に得ることができます。
まちづくりに、住民の意見を十分に反映させることができます。
住民、事業者、行政が、互いに理解と信頼を深め、それぞれの役割を持ち、まちづくりを進めることができま
す。

　事業参加、協力

　関係機関調整、管理、広報、情報提供、財政支援

　３３．多様な広報機能の充実事業

（２）ア（イ）ＣＡＴＶ、携帯電話、ＩＴ、情報紙等を活用した共同情報提供

相互の情報の共有化を実現し、新たな圏域の魅力の発掘や、圏域住民の交流促進により圏域の活性化を図りま
す。

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用
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