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Ⅰ 　定住自立圏及び市町村の名称

１　定住自立圏の名称

　　みのかも定住自立圏

２　圏域を形成する市町村の名称

　　美濃加茂市、坂祝町
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Ⅱ 　定住自立圏共生ビジョンの目的

１　定住自立圏共生ビジョンの目的

２　定住自立圏共生ビジョンの期間

　　平成２２年度～２６年度までの５年間とし、毎年度、所定の見直しを行います。

　近年、わたしたちの暮らしを取り巻く環境は、人口の少子・高齢化、経済のグロー
バル化、地球温暖化など、かつて経験したことのない大きな変革・変動の時代を迎え
ています。

　そこで、美濃加茂市と坂祝町は、それぞれの地域が持つ強みを活かし、弱みを補完
し合いながら、圏域全体を活性化させ、人口の定住化を図るため「定住自立圏構想」
を推進します。

　「定住自立圏構想」を推進するにあたり、国籍や文化などの違いを超えて、一人ひ
とりがお互いを理解し、尊重し、圏域に住む人、働く人、学ぶ人みんなが、いつまで
も、いきいきと、安心し、「住み続けたい」「住んでみたい」と感じるまちづくりを
目的に、「みのかも定住自立圏共生ビジョン」を策定します。

　もはや地域社会が抱える多様で複雑な課題は、国・県・市町村が単独で解決するこ
とはたいへん難しくなっています。

　そして、地域資源をバランスよく有効活用し、魅力ある雇用環境の整備、特産品開
発、快適で、安心・安全な生活環境の整備など具体的取組を進めることとします。

　わたしたちは、市町村の壁や、民間と行政との垣根を取り払い、地域の構成員が一
体となって、連携と役割分担により具体的取組を協働で進め、さらに、これを支える
しくみをつくることで、足腰の強い経済基盤をつくり、活力に満ちた「自立循環型の
ふるさと定住自立圏」を構築します。
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３　定住自立圏共生ビジョンの基本姿勢

基本姿勢１　

　民間の意欲と発想を引き出し、新たな事業モデルを創造します。

基本姿勢２　

　時代の変化をとらえた新しい公共のあり方を示します。

基本姿勢３　

　目的や期待される効果を明確にした分かりやすい計画とします。

　ビジョンの原案づくりの段階から、地域の経済活動や医療、福祉、教育など暮らしに
必要なサービスの担い手である民間の方々が主体的に参加し、民間の意欲と発想を積極
的に引き出し、新しい事業モデルを創造することによって、圏域全体の活性化につなげ
ます。

　わたしたちの暮らしや地域社会が直面する課題が、極めて多様化・複雑化しているな
か、行政は行政でなければならない仕事を集中的に進めるとともに、民間企業や地域組
織とそれぞれの役割りを分担し、協働でサービスを提供する「新しい公共」を示しま
す。

　圏域の強みを活かし、弱みを克服するため、「何をするのか」だけではなく、「何を
目指し、どんな成果を目指すのか」を明らかにし、より具体的で分かりやすく、みんな
と分かち合える計画とします。
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Ⅲ 　定住自立圏の将来像

１　定住自立圏の状況

　観光分野では、中山道六十九次の５１番目の宿場である「中山道太田宿」、「平成記
念公園日本昭和村」、圏域を流れる木曽川を船で下る「日本ライン下り」をはじめ、多
様な観光資源が分布しています。

　圏域内人口の約１割が外国人住民であり、多文化共生や環境・まちづくり活動におい
て、ＮＰＯ団体をはじめとする住民同士の交流が進められています。

　産業の集積に伴う雇用をはじめ、高度救急医療施設、福祉施設、教育機関等の都市機
能が集中する美濃加茂市を中心として、安心・安全や文化・経済などの幅広い分野で交
流する圏域となっています。

　本圏域は、北部は飛騨や奥美濃の山並みに面し、南部は木曽川沿いの肥沃な低地であ
る濃尾平野に位置し、豊かな自然環境を有する地域です。

　ＪＲ高山本線、太多線及び長良川鉄道の結節点であり、東海環状自動車道、国道２１
号、国道４１号、国道２４８号、国道４１８号といった交通の要衝となっています。

　近年では、名古屋市から約３０ｋｍ圏内にある利便性により、ヤマザキマザック㈱美
濃加茂製作所、㈱日立情映テック岐阜工場、ソニーイーエムシーエス㈱東海テック、㈱
モンテール美濃加茂工場、パジェロ製造㈱等大型企業が立地し、岐阜県トップクラスの
製造品出荷額を誇る地域となっています。

　梨や柿などの果物の栽培が盛んであり、特に、堂上蜂屋柿は、１９０４年（明治３７
年）セントルイス万博での金牌獲得をはじめ、食の世界遺産として知られる「味の箱
舟」や、（財）食品産業センターの「本場の本物」に認定された、圏域を代表する特産
品となっています。
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２　定住自立圏の将来像

＜将来像のキャッチフレーズ＞

ここに住むしあわせ。 ＨＯＴ
ホ ッ ト

エリアみのかも。

＜目指すべき将来像＞

　圏域のあるべき将来像を次のとおり掲げます。

　圏域に住む人、働く人、学ぶ人みんなが、いつまでも、いきいきと、安心して暮ら
すことができ、「住み続けたい、住んでみたいまち」となっています。

　民間と行政が互いの強みを活かして連携し、それぞれの役割りをもってまちづくり
を進める「新しい公共のまち」が実現しています。

　国籍や文化などの違いを超えて、一人ひとりがお互いを理解し、尊重し、そして
ふるさとを愛して活動できる人々でまちづくりが進んでいます。

　経済やまちづくりが活発で、「熱く輝く」地域であり、安心安全な「ほっと」
できるまちを目指します。
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圏域の資源Ⅳ

　圏域の資源マップ

坂祝駅

前平公園駅

加茂野駅

富加駅

古井駅

美濃川合駅

美濃太田駅

美濃加茂ＩＣ

東海環状自動車道

三和のゲンジボタル

正眼寺

山之上果樹園

日本昭和村

小学校

前平公園
市民プール

猿啄城展望台

日本ラインロマンチック街道

日本ライン下り

工場

ＪＲ
高山線

ＪＲ
太多線

長良川鉄道

小学校

小学校

小学校

小学校

小学校

中学校

小学校
市橋グラウンド

小学校

小学校

小学校

中学校

高等学校

高等学校

中学校

堂上蜂屋柿

中学高等学校
文化の森

短期大学

短期大学

工場

工場

工場

工場

工場

国際たくみ
アカデミー

工場

中央公民館
総合運動場
スポーツドーム
町民ふれあいプール
サンライフさかほぎ

坂祝町役場

美濃加茂市役所

健康の森

総合福祉会館
ひまわりの家

さくらの森

津田左右吉博士記念館

東図書館
カナリヤの家

文化会館

中山道会館

西総合運動場

下米田グラウンド

サン・スポーツランド
美濃加茂

瓦展示場

火塚古墳

行幸公園

あじさい
エコパーク

学校給食センター

中学校
中央図書館
中央体育館
中央公民館
保健センター消防署学校給食センター
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Ⅴ　将来像の実現に向けた具体的取組

将来像の実現に向けた具体的取組の総括表

１　安心・安全向上分野（８事業） （単位：千円）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

医療 ①
救急情報共有連携システム
事業

20,000 20,000 2,000 2,000 2,000 46,000
　「Ｍｅｄｉｃａ」救急医療情報システムの活
用を拡大する。

９

② 休日急患診療事業 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000
　加茂医師会と連携し、休日の急患患者の診療
体制を強化する。

１１

③
基幹医療機関常設へリポー
ト設置検討事業

1,000 2,000 20,000 30,000 275,500 328,500
　救急時の迅速な医療体制のため、木沢記念病
院に常設へリポート設置を検討する。

１２

福祉 ①
ファミリー・サポート・セ
ンター広域実施事業

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 　広域的な子育て支援を行う。 １３

②
福祉サービス従事者スキル
アップ支援事業

0 1,000 16,500 16,500 16,500 50,500
　基金により福祉サービス資格取得等を支援
し、従事者の福祉サービススキルや、地元定着
率の向上を推進する。

１４

③
エリアサービスマップ
（ホームページ開設）事業

0 0 2,000 1,000 1,000 4,000
　圏域内の医療機関、介護保険施設、福祉施設
等の総合ホームページを開設する。

１５

④ 幼児療育支援事業 0 0 2,000 2,000 2,000 6,000
　心身に障がいのある子どもの療育教育を連携
し進める。

１６

⑤
可茂特別支援学校関係学童
保育事業

0 7,000 2,000 2,000 2,000 13,000
　心身に障がいのある児童の学童保育環境を整
える。

１７

総額 30,000 39,000 53,500 62,500 308,000 493,000

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

２　産業振興分野（８事業） （単位：千円）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

産業振興 ① 産業観光の推進事業 0 1,000 1,000 0 0 2,000
　工業や食品関連等の製造工場が多数立地する
特色を活かし、「ものづくり産業」観光を進め
る。

１８

②
歴史的観光資源を活かした
広域観光事業

8,100 2,000 2,000 2,000 2,000 16,100
　歴史的観光資源を活かした回遊性観光環境を
整備する。

２０

③ 農業による定住自立事業 0 1,500 1,000 1,000 1,000 4,500
　農業体験型観光等により、耕作放棄地等、農
業の課題の解決と、新たな定住人口の確保を目
指す。

２２

④
農業資源を活用した地域循
環型ビジネスモデルの構築

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
　農業資源の民間活用や、企業の工業生産技術
等を活用した農業経営を支援する。

２４

⑤ 特産品の開発事業 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
　圏域の特産品等を地域ブランドに認定し、市
場の拡大を目指す。

２６

⑥ 特産品の販路拡大事業 2,000 0 0 0 0 2,000
　地元の農産物や特産品等の販売店を開設し、
農産物の販路拡大や、農業の活性化に繋げる。

２８

⑦
ものづくり産業活性化人材
養成等事業

0 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000
　圏域のものづくり産業をけん引する人材を育
成する。

２９

⑧
水を使ったビジネスモデル
の構築

0 0 2,000 4,000 4,000 10,000
　豊富な水資源を活用したビジネスモデルの構
築を図る。

３０

総額 13,100 15,500 17,000 18,000 18,000 81,600

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

ページ事業の内容

概算事業費

事業名

ページ事業名

概算事業費

事業の内容
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３　交流・共生分野（１０事業） （単位：千円）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

教育 ①
外国人の子どもに対する教
育支援

0 0 2,000 22,000 22,000 46,000
　外国人の子どもたちの教育を支援し、多文化
共生や、人材育成に繋げる。

３１

②
圏域内外国人住民とその家
族への支援

2,800 2,800 2,800 20,000 20,000 48,400
　外国人住民の地域活動リーダーの育成や、日
本語学習等を支援し、外国人住民の定住の促進
と共に、活力ある多文化共生圏域を形成する。

３２

③
スポーツを核とした地域活
性化事業

2,000 2,000 34,000 34,000 34,000 106,000
　本圏域の資源であるゴルフを活かし、スポー
ツによる地域活性化を推進する。

３３

環境 ①
エコを活用した地域循環型
ビジネスの推進

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 36,000
　地域循環型のＣＯ2削減、地盤資源を活用し
た新たなビジネス、エコ型生活スタイルの実践
等を進める。

３４

地域公共
交通

① 公共交通連携事業 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000
　新たな公共交通システムによる効果的・効率
的な公共交通網を構築する。

３６

道路等の
インフラ

① 都市計画区域の統合事業 3,000 0 0 0 0 3,000
　都市計画区域を統合し、総合的な整備及び保
全を行う。

３７

② 生活幹線道路整備事業 1,000 3,100 3,100 2,300 4,300 13,800 　道路整備を共同で実施する。 ３８

③ 上下水道の共同利用事業 0 0 2,000 4,000 8,000 14,000 　上・下水道施設の相互利用を進める。 ３９

交流 ①
多文化共生を目的とした文
化交流事業

1,000 3,000 4,000 4,000 50,000 62,000
　外国人と日本人住民の協働による多文化共生
文化交流事業を行う。

４０

②
海外都市との経済交流の推
進

0 4,000 4,000 4,000 50,000 62,000
　海外の情報集約化を通じ、ビジネス等に活用
する。

４１

総額 14,800 24,900 61,900 100,300 198,300 400,200

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

４　圏域マネジメント強化分野（６事業） （単位：千円）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

人材育成 ① 合同研修・人材交流事業 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 　住民や職員の研修会等を共同開催する。 ４２

人材確保 ①
外部人材の確保及び活用事
業

1,000 5,000 2,500 2,500 1,500 12,500
　外部人材を、まちづくりや福祉事業等に活用
する。

４３

共同化 ①
広域的な生涯学習方針及び
計画の策定事業

3,000 0 0 0 0 3,000 　生涯学習事業の共同化を進める。 ４４

②
図書システム広域利用環境
の構築事業

6,000 0 0 0 0 6,000
　図書のシステムの一元化、共同購入等により
利便性の向上等に繋げる。

４５

③ 中学校区の適正化事業 0 0 1,000 0 0 1,000
　学校区を見直し、円滑で質の高い教育活動を
進める。

４６

④
電算システムの一元化・共
同利用事業

4,000 1,500 1,000 1,000 0 7,500
　電算システムの共同利用により、データ管理
の一元化を図る。

４７

総額 15,000 7,500 5,500 4,500 2,500 35,000

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

５　定住自立圏構想の推進に向けて （単位：千円）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

定住自立
圏構想の
推進に向
けて

①
（ニックネーム）エンジン
運営事業

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000
　定住自立圏構想を持続可能な取組みとするた
めに、活動を統括・支援する組織「エンジン」
を設立する。

４８

総額 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

ページ事業名

概算事業費

概算事業費

事業の内容 ページ

事業の内容

事業名

事業名

ページ

概算事業費

事業の内容
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１ 　安心・安全向上分野

（１）医療（３事業）

　①　救急情報共有連携システム事業

◆

◆

◆

◆

◆

地域の中核医療機関である社会医療法人厚生会木沢記念病院（以下
「木沢記念病院」という。）が行っているＩＣカード「ｍｅｄｉｃ
ａ」救急医療情報システム(注）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、本
人や家族の同意のもと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。

退院患者に配布した氏名、血液型、既往歴などの情報を登録したＩＣカードを、救急時に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、確実な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。

情報の一元化により、患者中心の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。

期待される効果

取組の内容

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。

(注）ＩＣカード「ｍｅｄｉｃａ」救急医療情報システム

図　「medica」運用の仕組み
出典：木沢記念病院資料より

①新規入院患者の医療情報（氏名・生年月日・性別・患者Ｉ
Ｄ）をメールで㈱ＧＥＭＳＩＳに送信。
ファイルには暗号化し、プログラムにて１３：００に自動送
信。

②カードの印刷、メモリーのフォーマットなどを㈱ＧＥＭＳＩＳ
で行う。

③翌日の午前中に当院まで届くよう発送。

④病院でカードに診療情報を書込む。
　診療情報のカード書込みと同時に同データを岐阜大学
サーバーに転送。

⑤退院時に患者様に説明し引き渡す。
　退院時に間に合わなかった場合は、簡易書留にて郵送。

…

医事
情報

e-mail

カード発行

カード
情報

HTTPS

郵送

データ管理

①

②③

⑤ ④

…

病院

岐阜大学

…

医事

e-mail

カード発行

カード

HTTPS

郵送

①

②③

⑤ ④

…

病院

岐阜大学
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◎ 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

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

20,000 20,000 2,000 2,000 2,000 46,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関による協定の締結、運用の調整

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

　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

　対象者拡大の協力、関係機関調整、広報、財政支援

　対象者拡大の協力、関係機関調整、広報、財政支援

実施手段

関係機関調整、調査研究

　協力医療機関の調整、広報

　協力、システムの運用、広報

　ＰＤＡシステムの運用、広報

　ＩＣカード発行費、ＰＤＡ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

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

費　目

概算事業費（千円）

事業の運用、効果の検証

実施スケジュール
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　②　休日急患診療事業

◆

＜取組の背景＞

□

□

◆

◆

加茂医師会

木沢記念病院

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

休日（祝祭日を含む）昼間の時間帯に、社団法人
加茂医師会から、木沢記念病院へ医師を派遣する
ことにより、圏域内の休日急患患者の診療体制を
強化します。

平成20年１月１日～12月31日における救急搬送人員
は、本圏域が3,161名、可茂消防管内（注）では、
6,203名となっています。

取組の内容

期待される効果

このうち、本地域の基幹病院である木沢記念病院への
救急搬送人員は2,432人、可茂消防管内の約40％を占め
ています。

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、現在の
ような基幹病院に患者が集中する傾向にある救急医療
体制の見直しが必要となっています。

（注）可茂消防管内
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七
宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町の２市
７町１村で構成されています。

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。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

　医師の派遣、関係機関調整、広報

　施設等の提供、関係機関調整、広報

　関係機関調整、広報、財政支援

　関係機関調整、広報、財政支援

概算事業費（千円）

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

費　目

　調査費、広報費、運営費

実施スケジュール

実施手段

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

周辺市
病
院

病
院

病
院

休
日
診
療

病
院

中心市
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　③　基幹医療機関常設ヘリポート設置検討事業

◆

＜取組の背景＞

□

□

□

◆

◆

◆

可茂消防事務組合

木沢記念病院

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 2,000 20,000 30,000 275,500 328,500

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、設計施工、広
報

費　目

　ヘリポート設置調査研究、設
計、施工

実施スケジュール

実施手段

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

  ヘリポート設置調査研究、関係機関調整、広報、事業費負担

  関係機関調整、広報、財政支援

  関係機関調整、広報、財政支援

概算事業費（千円）

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。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

  ヘリポート設置調査研究、関係機関調整、広報

取組の内容

（注）地域災害拠点病院
「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を条件に、厚生労働省が指定するものです。

期待される効果

救急医療における救命率の向上につながります。

木沢記念病院は、岐阜県内に５ヶ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を担っています。

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。

平成20年の木沢記念病院からの転院搬送は109件となっ
ています（可茂消防事務組合消防本部による）。

救急医療は時間との闘いであり、圏域内に常設のヘリ
コプター離着陸場（ヘリポート）を持つ医療機関の設
置は重要です。
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（２）福祉（５事業）

　①　ファミリー・サポート・センター広域実施事業

◆

◆

◆

◎
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

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

取組の内容

期待される効果

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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

美濃加茂市が実施しているファミリーサポート（注）
事業を坂祝町を含め、広域的に実施することで、子育
て支援機能を強化します。

みのかもファミリー・サポート・センターを事務局と
して、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（コンサート、人形
劇、芋ほりなど）を開催します。

（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）たち」と
「子育ての手伝いをしたい人（サポート会員）た
ち」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・サポートを提供します。

　登録事務、コーディネート、サポート会員の研修、広報

　登録事務補佐、コーディネート補佐、広報

概算事業費（千円）

費　目

　設立調査費等、コーディネー
ター人件費・事務費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

体制整備、サポート会員の研修・募集、
事業の実施、広報
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　②　福祉サービス従業者スキルアップ支援事業

◆

◆

◆

◆

◆

◎
美濃加茂市社会福祉協議
会

坂祝町社会福祉協議会

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

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― 1,000 16,500 16,500 16,500 50,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

期待される効果

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推進で
きます。

安定的かつ継続的な支援が実現できます。

取組の内容

福祉サービスの質的向上、サービス利用者の満足度向上を推進できます。

美濃加茂市・坂祝町の出資や、民間企業・福祉事業者
等からの寄付により、福祉サービス従事者のスキル向
上の支援等を目的とした基金を創設します。

基金は、圏域内における福祉サービス従事者の状況調
査、資格取得や先進地研修に係る費用の助成、研修会
の開催、福祉事業者が主催する職場内研修及び相談に
対する支援等に活用します。

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、広報、事業費負担

事業計画、関係機関調整補佐、事業実施、広報、事業費負担

事業計画、協力、事業実施、広報、事業費負担

協力、基金への寄付、従事者の状況調査、広報

寄付の募集、基金への支援、基金の管理・運用、外国人住民の福祉サービス従業者
の語学力向上等への支援、広報

寄付の募集、基金への支援、基金の管理・運用補佐、外国人住民の福祉サービス従
業者の語学力向上等への支援、広報

概算事業費（千円）

費　目

　設立調査費等、資格取得等に
対する助成金

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

関係機関調整

研究会・基金の創設、状況調査等

各種事業の実施、事業の周知等
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　③　エリアサービスマップ（ホームページ開設）事業

◆

◆

①

②

③

◆

◆

◆

医療機関、介護保険施
設、福祉関係機関

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― ― 2,000 1,000 1,000 4,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

取組の内容

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）

掲載する基本情報や機能等の内容（想定）

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。

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を可能
とします。

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。

期待される効果

情報の一元化により、知りたい情報を一挙に知ることができます。

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

新たに圏域内に転入した住民の、生活の不安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。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

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

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

概算事業費（千円）

費　目

　ホームページ開設・運用・保
守料、諸雑費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

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

 

　ホームページ

　自立圏サービスマップ
　
　　○施設等名　○住所　○電話（FAX)
　　○利用時間　○サービス内容　○定員　○マップ
　　○統計情報検索　など

　
　　　　　　　　管理：自立圏エリアサービスマップ運営協会

医療関係機
関

福祉関係機
関

行政機関
（保健、福
祉）

  サーバー管理
  保守（業者）
　
   ○レンタルサーバー

    ○情報l企画
    ○更新サポート

　契約

情報提供
情報更新

情報提供

情報更新

医療関係機関 福祉関係機関 行政機関（国・
県・市町村）

道路マップ
　など

リ

ン

ク

リ

ン

ク

リ

ン

ク

リ

ン

ク
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　④　幼児療育支援事業

◆

◆

◆

◆

◎ 美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― ― 2,000 2,000 2,000 6,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

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。

取組の内容

ことばや身体等に障がいのある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」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。

施設計画等の調整、指導者研修、広報、事業費負担

施設計画等の調整、指導者研修、広報、事業費負担

期待される効果

一人ひとりの子どもの障がいの程度に即した療育支援を強化できます。

指導者の交流により、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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

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

実施スケジュール

実施手段

概算事業費（千円）

費　目

　設立調査費等、運営費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

＜カナリヤの家＞

16 



　⑤　可茂特別支援学校関係学童保育事業

◆

◆

◎ 美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― 7,000 2,000 2,000 2,000 13,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

支援事業

費　目

　設立調査費等、運営費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

調査研究、関係機関調整

施設設計・整備

施設計画等の調整、指導者研修、広報、事業費負担

概算事業費（千円）

施設計画等の調整、指導者研修、広報、事業費負担

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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

期待される効果

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。

取組の内容
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２ 　産業振興分野

（１）産業振興（８事業）

　①　産業観光の推進事業　

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

企業

◎
美濃加茂市･坂祝町観光協
会

美濃加茂商工会議所

坂祝町商工会

美濃加茂市

坂祝町

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。

見学受入れ企業の調査、関係機関調整、広報、財政支援

取組の内容

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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

美濃加茂市の製造品出荷額は県内トップクラスであり、美濃加茂市・坂祝町には、工業や食品関連等の製造工場
が多数立地していることから、「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、パジェロ製造、日本瓦の製造所等において、工業関連の製造現場見学スペー
スを設け、案内・紹介等を行います。

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㈱
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。

期待される効果

見学受入れ企業の調査、関係機関調整、広報、財政支援

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。

見学スペースの設置、見学の受入れ体制整備、広報

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

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

工場・事業所

工場・事業所工場・事業所

工場・事業所

工場・事業所

工業品
食料品

（製菓等）
工場・事業所

工場・事業所工場・事業所

工場・事業所

工場・事業所

美濃加茂市・坂祝町におけるものづくり文化による産業観光

＜圏域外からの集客＞

•観光客、ビジネスン、学生等

集 客集 客 観光関連
サービス振興

観光関連

サービス振興
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H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― 1,000 1,000 ― ― 2,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

概算事業費（千円）

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

体制整備、旅行会社等との企画内容の検
討

見学受入れ・ツアーの開始

実施手段

関係機関調整、受入れ企業の調査

産業観光マップ等ツールの作成

　企画調査費、調整費、広報
費、運営諸経費

費　目

実施スケジュール
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　②　歴史的観光資源を活かした広域観光事業

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

美濃加茂観光案内所（美濃太田駅自由通路南側）に観光ルート検索パソコンを設置し、おすすめルート検索や、
交通案内等の表示・プリントアウトにより、いつでも、わかりやすく魅力ある案内情報を提供します。

江戸五街道の一つである中山道の趣の残る歴史的観光
資源を活かした旧中山道のまちなみの整備とともに、
木曽川の雄大な景色を眺めながら散策ができる日本ラ
インロマンチック街道等を融合して、ハイキングやサ
イクリングが楽しめるよう、トイレ、サイン、休憩所
等を充実し集客を図ります。

木曽川流域を親水空間としての環境整備等と、地域住
民との協働によるイベント等によるソフト事業の融
合、また、それらと旧中山道や駅前通りとを結びつけ
回遊性を高めます。

取組の内容

木曽川の日本ライン下りや日本昭和村など既存の観光資源の回遊観光、また日本昭和村と山之上観光果樹園との
融合等によるソフト的な観光環境整備を拡大します。

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。

期待される効果

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。

情報提供機能の強化により、来訪者の利便性の向上を図ることができます。

旧太田脇本陣林家住宅

日本ライン下り 日本ラインロマンチック街道
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圏域の観光施設

◎
美濃加茂市･坂祝町観光協
会

美濃加茂商工会議所

坂祝町商工会

◎ 美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

8,100 2,000 2,000 2,000 2,000 16,100

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

情報システム導入調査研究、関係機関調
整

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

実施スケジュール

実施手段

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

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

概算事業費（千円）

かわまちづくり支援事業の実施、広報、財政支援

情報システム設置・維持管理、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

観光資源開発、大学との連携・調査研究

企画、観光客の受入れ体制強化、広報、事業費負担

企画、関係機関調整、広報、事業費負担

関係機関調整、広報、財政支援

関係機関調整、広報、財政支援

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

企画、関係機関調整、広報、財政支援

費　目

　かわまちづくり基本計画策
定、関係機関調整、機器類の購
入、システム構築、保守管理、
広報、雑費
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　③　農業による定住自立事業

◆

◆

◆

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

関係機関調整、広報、財政支援、地域担い手育成総合支援協議会の支援

関係機関調整、広報、財政支援、地域担い手育成総合支援協議会の支援

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、美濃加茂市･坂祝町のイメージアップにつながります。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

めぐみの農業協同組合

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、地域担い手育成総合支援協議会の支援

◎

＜取組の背景＞

農業は、担い手不足や耕作放棄地の増加等、多くの課題を抱える一方、安全な食に対する関心の高まりや、環境
にやさしいライフスタイルへの転換等、農業の持つ価値が見直されています。

期待される効果

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。

取組の内容

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、また、将来的には、長期滞在型農園（農園付住宅）等に支援します。

担い手候補は、Ｕ及びIターン希望者の募集等により確保します。

指導等は、関係機関による「地域担い手育成総合支援協議会」等を活用します。

民間農業団体による
耕作放棄地解消

解消農地で
販売可能農産物栽培

B級農産物を対照に
した加工食品製造販売

年間栽培・納入契約に
よる農業収入

民間企業と連携した
地域循環型

農業システムの構築
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H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― 1,500 1,000 1,000 1,000 4,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度実施手段

施設整備、体制整備、広報

参加者募集

地域担い手育成総合支援協議会支援、企
画調査研究

概算事業費（千円）

費　目

　調査・調整費、広報費、運営
費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

関係機関調整
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　④　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

③

④

⑤

⑥

◆

◆

◆ 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。

　圏域内の企業の連携により、家庭で簡単に栽培できるプラントを開発し、また圏域内農業生産者との連携によ
り無農薬野菜を常時提供できるレンタルビジネスモデルを国内に展開します。

期待される効果

圏域内に安心・安全な食材を提供することができます。

農業経営の高度化・効率化・高品質化が期待できます。

　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。

　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。

　圏域内の企業や教育機関の工業生産に関するノウハウを活用し、情報通信技術やロボット技術等を活用した遠
隔自動型の農業生産技術の開発を行います。

　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。

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。

＜具体的な取組内容＞

　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に対して、安
心・安全な食材を提供し、また、経営の効率化を図る
など、民間活力を活用します。

取組の内容

地域の農業資源、農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、安心・安全な食材の提供を図り
ます。

農業資源を活用し、農業体験の場を整え、圏域外からの集客を図ります。
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◎ 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

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

食品リサイクルの検討

農業の生産技術開発・支援

レンタルプランタビジネスの調査研究、
実施

実施手段

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

調査研究、関係機関調整

企業給食への食材の供給体制の整備

概算事業費（千円）

費　目

　調査・調整費、運営費

実施スケジュール

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

技術開発の支援、広報

学校給食センターの民間活用の推進、関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、
財政支援

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）

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

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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　⑤　特産品の開発事業

◆

◆

◆

◆

◆

◎ 美濃加茂商工会議所

坂祝町商工会

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･坂祝町観光協
会

美濃加茂市

坂祝町

協議会設立協力、関係機関調整、広報、財政支援

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

地域ブランドの開発、協議会設立協力、関係機関調整、広報、事業費負担

地域ブランドの開発調査

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

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、美濃加茂市･坂祝町ファンを獲得することができま
す。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

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

圏域で生産された果物、野菜、新たな特産品･加工品等
を地域ブランドとして認定し、市場の拡大を図りま
す。

期待される効果

地域ブランドは、木曽川流域の美しい自然、豊かな土
壌、良質な水で育まれた生産品を象徴するキーワード
を考案し活用します。

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い、地域ブランドとして
の価値を確立します。

取組の内容

果物（梨など）

堂上蜂屋柿
夢コロン（ヘチマ水）
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H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

特産品の開発・研究

地域ブランドの認定、精査、広報

　調査、開発、協議会設立、調
整、広報、運営費

実施スケジュール

実施手段

協議会設立、地域ブランドの定義の検討

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。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（千円）

費　目
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　⑥　特産品の販路拡大事業

◆

◆

◆

◆

◆

◎ めぐみの農業協同組合

美濃加茂商工会議所

坂祝町商工会

美濃加茂市･坂祝町観光協
会

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

2,000 ― ― ― ― 2,000

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

「（仮称）とれったひろば美濃加茂店」
運営

取組の内容

期待される効果

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、美濃加茂市･坂祝町ファンを獲得することができます。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

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

費　目

　調査、調整、広報

実施スケジュール

実施手段

関係機関調整、広報、財政支援

関係機関調整、広報、財政支援

関係機関調整、広報、財政支援

概算事業費（千円）

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

「（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

生産者及び販売者の収益向上が期待できます。

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」を設置し、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。
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　⑦　ものづくり産業活性化人材養成等事業

①

②

◆

◆

◎ 美濃加茂商工会議所

岐阜県立国際たくみアカ
デミー

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

― 8,000 8,000 8,000 8,000 32,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

企業ニーズの高い人材養成講座の選定

外国人住民も受講できる人材養成講座の
計画立案

人材養成事業の普及促進、定着化に向け
た指導、事業実施運営団体の設立準備

公的な養成機関による継続的な人材養成
事業の推進

　調査、調整、広報、運営補助
費

実施スケジュール

実施手段

ものづくり産業活性化人材養成等

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

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

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

概算事業費（千円）

費　目

優秀な人材の育成・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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

人材養成講座の企画立案・運営、関係機関調整、広報、事業費負担

施設・指導者の提供と紹介、関係機関調整、国等の公的支援確保、広報

後継者不足の解消や技術継承に向けた人材の育成

期待される効果

ニーズの高い人材養成事業を継続的に実施することにより、開発技術の水準向上や効率的な生産方法等、技術の
高度化を図ることが可能となります。

■人材養成講座を定期開催することで、就労の促進と
ともに、後継者不足や技術承継に悩む中小・零細企業
の人材確保を支援します。

取組の内容

ものづくり産業をけん引する人材の育成

■製造業のリーダー等を目指す人を対象に、実践的な
人材養成講座を実施します。

■広い視野・人脈を持った人材を育成するため、フォ
ローアップ研修（研修の成果発表の場）を実施しま
す。
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　⑧　水を使ったビジネスモデルの構築

①

②

◆

◎ 商工農業団体、圏域企業

教育機関

◎ 美濃加茂市

◎ 坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

－ － 2,000 4,000 4,000 10,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施スケジュール

実施手段

関係機関調整、調査研究

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

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

期待される効果

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。

ビジネスモデルの検討

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

概算事業費（千円）

費　目

　調査、調整、運営、広報、諸
経費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

■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。

■大都市と協定を締結し、災害発生時に飲用水等の水
の緊急供給を行います。

取組の内容

水事業のビジネスモデルの検討

■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。

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
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３ 　交流・共生分野

（１）教育（３事業）

　①　外国人の子どもに対する教育支援

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◎
多文化共生に関わるＮＰ
Ｏ等

◎ 教育機関

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

－ － 2,000 22,000 22,000 46,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

日本の社会ルールの教育支援

実施スケジュール

実施手段

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

　調査・研究、運営、調整、広
報、諸経費

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活躍が期待できます。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

順次対応言語を拡大します。

費　目

概算事業費（千円）

期待される効果

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。

　各種学習講座の企画・実施、関係機関調整、広報、事業費負担

　関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

　関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

取組の内容

　各種学習講座支援、関係機関調整、広報、事業費負担

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

教育委員会や教育機関と、多文化共生に関わるＮＰＯ等が
連携し実施します。
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　②　圏域内外国人住民とその家族への支援

◆

◆

◆

■

■

■

◆

◆

◎
多文化共生に関わるＮＰ
Ｏ等

商工農業団体、圏域企業

◎
教育機関（中日本自動車
短期大学等）

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

2,800 2,800 2,800 20,000 20,000 48,400

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

各種相談窓口開設

　調査、運営、支援会議、調
整、広報、諸経費

実施スケジュール

実施手段

多文化共生に関わるＮＰＯ等による調査
研究

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

概算事業費（千円）

費　目

日本の社会ルール・文化、日本語学習講
座の実施

各種学習講座の開催、雇用・就労促進支援、関係機関調整、広報、事業費負担

職業訓練、日本語学習等支援、関係機関調整、広報、事業費負担

職業訓練、日本語学習等支援、関係機関調整、広報、事業費負担

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）

＜支援の内容＞

地域活動リーダーの育成支援

日本の社会ルール・文化、日本語の学習支援

期待される効果

外国人住民の就業につながる、電話やメール等による
各種相談窓口の開設等の支援を行います。

多文化共生に関わるＮＰＯ等の活動を中心に支援します。

順次対応言語を拡大します。

定住を希望する外国人住民と日本人が、共にお互いを理解し、安心して暮らせる圏域を形成することができます。

外国人住民を、産業の貴重な担い手として育成し、圏域の産業・経済の活性化につなげることができます。

取組の内容

多くの外国人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、定住を望む外国人住民とその家族を対象に、各種
支援を行います。
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　③　スポーツを核とした地域活性化事業

◆

◆

①

■

■

■

②

■

■

◆

◆

◎ ゴルフスポーツクラブ

教育機関

ゴルフ場事業者

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

2,000 2,000 34,000 34,000 34,000 106,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

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

ゴルフ教育の推進

実施スケジュール

実施手段

調査研究、関係機関調整

指導者の確保・育成

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

概算事業費（千円）

費　目

　調査、クラブ設立会議、運
営、調整、諸経費

ゴルフの普及・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

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

期待される効果

トップアスリートの輩出により、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。

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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

中核的人材の確保

対象者レベルに応じた優秀な指導員（定年を迎えた世代等）を確保します。

ゴルフ場経営事業所等、圏域の関係団体や、受講者からの受益者負担金等により、事業費を確保します。

ゴルフ振興に向けた計画的・総合的な事業の運営

運動能力と精神力の育成を目指した広域的な活動クラブを設立し、ゴルフ施設との連携など運営方針を策定します。

小学校から高等学校まで一環した育成活動を運営します。

圏域のゴルフ施設との連携により、子どもの練習環境の確保や、住民のゴルフ環境を整えます。

取組の内容

ゴルフ場が点在し、また、ゴルフ教育に熱心に取り組む教育機関の存在といった資源を活かし、ゴルフの振興による地域
活性化を進めます。

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で優勝できる人材の育成と輩出）を目標とします。

＜具体的な取組内容＞
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（２）環境（１事業）

①エコを活用した地域循環型ビジネスの推進

◆

①

■

■

■

②

■

③

■

◆

◆

期待される効果

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。

インターネットデータセンターなどのサーバー群を必要とする企業の誘致などによる地域産業の活性化が期待できます。

堅牢な地盤を活用した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、防災と一定の気温の維持を必要とする地下格納型インターネットデータセンターに活用し、企業の誘致
につなげます。

エコ型生活スタイルの実践

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。

建築物への太陽光発電パネルや、燃料電池、電気自動車等の普及を促進します。

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、また、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。

取組の内容

エコを活用した地域循環型のビジネスモデルを確立します。

＜具体的な取組内容＞

地域循環型ＣＯ2の２５％削減に向けた整備

１　資金提供

太陽光設
民間企業

住宅産業

住宅植栽

４　証書発行

自治体

初
期
支
援

自立循環型の環境保全システム

３　活動報告

　　身近な取組で地球に貢献

２　事業助成

　　お得な手段で環境保全

　地域活動を通じてCO2削減

　イメージアップで販売拡大

里山保全

堆肥処理システム
廃棄物発電

バイオマス発電

集約

生ゴミ

肥料化

農業

販売

消費

可燃ゴミ

発電

熱 電気

肥料の発酵に利用

生ゴミ肥料を使用した農業の促進

地域で採れた作物を市が認定

エコポイントを発行し、とれった広場等で販売

※運営はＮＰＯ等で実施

地域で採れたものを使うとポイントが貯まる

売却
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◎ 圏域企業

教育機関

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 36,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

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

地盤調査

企業誘致活動

エコ型生活スタイルの普及活動

概算事業費（千円）

費　目

　調査研究、運営、調整広報、
諸経費

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

 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

 調査研究、成果の提供、関係機関への指導・助言

 企業誘致活動、関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

 企業誘致活動、関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援
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（３）地域公共交通（１事業）

　①　公共交通連携事業

◆

◆

◆

◆

◆

◎
民間事業者、タクシー会
社等

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

圏域内の民間事業者等の送迎車両の空席を活用した新交通
システムを確立します。

取組の内容

バスの運行

概算事業費（千円）

実証実験、巡回コース設定、関係機関調
整

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

運行計画、運行管理、関係機関調整、広報、事業費負担

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

費　目

　調査、調整、運営費、広報、
諸経費

実施スケジュール

実施手段

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

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

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。

圏域内にバス停留所を設けてコースを巡回する方式、また
は予約制により運行するデマンド方式等を検討します。

期待される効果

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。

医療機関や商業施設との連携により、利便性の高い公共交通サービスの提供が実現できます。
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（４）道路等のインフラ（３事業）

　①　都市計画区域の統合事業

◆

◆

◎ 美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

3,000 － － － － 3,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

都市計画区域の変更協議、都市計画の決
定

計画の調整、住民の合意形成、関係機関調整、事業費負担

概算事業費（千円）

費　目

　調査作成費

期待される効果

計画の調整、住民の合意形成、関係機関調整、事業費負担

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

美濃加茂市・坂祝町の都市計画区域
（注）を統合し、一体的な都市計画行政
を進めます。

（注）都市計画区域
自然的・社会的条件、人口、産業、土地
利用及び交通量等の現況と、その推移を
考慮し、一体の都市として、総合的に整
備し、開発し及び保全する必要のある区
域として指定されるものです。
平成20年3月31日現在、美濃加茂市・坂祝
町は、それぞれ都市計画区域に指定され
ています。

取組の内容

広域的なまちづくりや都市計画の策定が可能となります。
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　②　生活幹線道路整備事業

◆

◆

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 3,100 3,100 2,300 4,300 13,800

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整

調査、計画策定、協定締結、施工、維持
管理

　調査研究、計画作成、調整、
諸経費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

計画調整、施設の調査、住民の合意形成、設計・施工・維持管理、関係機関調整、事業費負担

計画調整、施設の調査、住民の合意形成、設計・施工・維持管理、関係機関調整、事業費負担

概算事業費（千円）

費　目

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

生活インフラに関わるライフサイクルコストの縮減につな
がります。

医療、福祉、教育、商業及び行政等の各施設や、インター
チェンジなどへのアクセスを向上させることができます。

通勤・通学や物流等に関し、圏域内外からの効率性・利便
性などの向上（人とモノの流れの円滑化）により、圏域内
の定住や、活性化につなげることができます。

取組の内容

広域幹線道路ネットワークを検討し、相互に必要な道路の整備を共同で実施します。

期待される効果

住民生活の利便性及び防災機能の強化が推進できます。
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　③　上下水道の共同利用事業

◆ 圏域内の上・下水道施設の相互利用を推進します。

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

－ － 2,000 4,000 8,000 14,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

関係機関調整

調査、計画策定、協定締結、施工、維持
管理

　調査研究、計画作成、調整、
諸経費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

計画調整、施設の調査、住民の合意形成、設計・施工・維持管理、関係機関調整、事業費負担

計画調整、施設の調査、住民の合意形成、設計・施工・維持管理、関係機関調整、事業費負担

概算事業費（千円）

費　目

期待される効果

住民生活の利便性及び防災機能の強化が推進できます。

生活インフラに関わるライフサイクルコストの縮減につながります。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

取組の内容
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（５）交流（２事業）

　①　多文化共生を目的とした文化交流事業

◆

■

■

■

◆

◆

◎
多文化共生に関わるＮＰ
Ｏ等

◎ 商工農業団体、圏域企業

◎ 教育機関

日本昭和村

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 3,000 4,000 4,000 50,000 62,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

プレ多文化共生文化交流事業の開催

多文化共生文化交流事業の実施

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

調査研究、多文化共生文化交流事業検討
会議準備

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

概算事業費（千円）

費　目

　調査、調整、多文化共生文化
交流事業検討会議、事業費、広
報、諸経費

関係機関調整、文化交流事業の企画、実施、広報、事業費負担

関係機関調整、文化交流事業の企画、実施、広報、事業費負担

施設の提供

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

定住を望む外国人住民が地域に根ざして活躍できるようになります。

外国人住民と日本人が、文化・芸術・スポーツ・アミューズメントを通じてお互いを理解し、安心して生活できる圏域を
形成することができます。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

関係機関調整、文化交流事業の企画、実施、広報、事業費負担

多文化共生に関わるＮＰＯ等と日本人の地域団体が協
働し、圏域で行われている既存の各種イベント・お祭
り等を活用した地域交流事業を企画します。

圏域に居住する外国人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
テーマとした広域多文化共生文化交流事業を開催しま
す。

多文化共生文化交流事業は、日本昭和村など圏域の施設資源を活用し、圏域内外からの集客交流の効果を創出します。

期待される効果

取組の内容

＜具体的な取組内容＞

多くの外国人住民が、地域の担い手として居住し就業して
いる圏域の特徴を活かし、多文化共生文化交流事業の開催
等により、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。
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　②　海外都市との経済交流の推進　

◆

◆

■

■

■

◆

◆

◎ 外国人住民、ＮＰＯ等

◎ 商工農業団体、圏域企業

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

－ 4,000 4,000 4,000 50,000 62,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

費　目

関係機関調整

検討会議設立、調査研究、準備

具体的な経済交流の推進

　調査、調整、検討会議、事業
費、広報、諸経費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段

諸外国の市場開拓、事業企画、関係機関調整、広報、事業費負担

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

概算事業費（千円）

外国人住民の出身国の情報を集約することで、ビジネスや地域住民の就労等に活用できます。

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。

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

各国の情報収集・提供・紹介、海外就労機会の情報提供等、関係機関調整、広報、事業費負担

海外の生活・産業・市場等の情報を集約化するとともに、これらの情報を、圏域の企業等のビジネスや、住民の就業等
の支援に活用します。

期待される効果

中国等の成長市場で、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。

海外の現地情報の提供や、現地での就労先の紹介等、
各種支援を行います。

取組の内容

＜具体的な取組内容＞

多くの外国人住民が居住する特徴を活かし、海外とのネッ
トワークによる圏域の特産品の販売を拡大します。

アジアや南米等へ就労を希望する圏域在住の日本人や圏域
出身の日本人を対象に、海外とのネットワークを活用した
支援を行います。
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４ 　圏域マネジメント強化分野

（１）人材育成（１事業）

　①　合同研修・人材交流事業

◆

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

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、実施

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

　企画調整、事業費負担

　企画調整、事業費負担

実施スケジュール

実施手段

取組の内容

　調整、事業費、事務費

職員を対象とする研修会等の合同開催により、人事交流の活性化や意識改革の促進、人事の基盤整備を図ること
ができます。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

費　目

概算事業費（千円）

期待される効果

研修会等の集約により、事業費の削減と効果の向上が期待できます。

住民を対象とする講演会等の合同開催により、人事交流の活性化や意識改革を促進できます。

個々に開催している講演会や職員を対象とする研修会
等を整理・見直し、共同開催・共同参加を実施しま
す。
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（２）人材確保（１事業）

　①　外部人材の確保及び活用事業

◆

◆

◆

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,000 5,000 2,500 2,500 1,500 12,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

企画調整、事業費負担

概算事業費（千円）

実施手段

調査研究、実施

費　目

　人件費・事務費

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

医療機関・介護施設等との連携により、地域の資源を最大限に活用した支援を推進できます。

即戦力となる人材の獲得により、研修等の費用削減につなげることができます。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

企画調整、事業費負担

期待される効果

専門職による相談等により、住民サービスの向上が期待できます。

圏域内で抱える課題の検証・見直し、福祉施策等の充実を図ることが期待できます。

取組の内容

連携教育機関などの外部人材を、まちづくり事業等に活用します。

民間の病院や介護施設等で活躍している専門資格取得者による、住民相談等を進めます。
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（３）共同化（４事業）

　①　広域的な生涯学習方針及び計画の策定事業

◆

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

3,000 - - - - 3,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

調査

生涯学習状況の実態調査、ニーズの把握、共同の生涯学習計画書策定、講座開設、広
報、事業費負担

生涯学習状況の実態調査、ニーズの把握、共同の生涯学習計画書策定、講座開設、広
報、事業費負担

費　目

　生涯学習状況の実態調査、計
画策定、広報

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施手段

実施スケジュール

生涯学習計画書策定

計画に基づく生涯学習の推進

取組の内容

期待される効果

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

概算事業費（千円）

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。

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。

学習ニーズの多様化、日常生活圏の広域化等に対応するため、「生涯
学習によるまちづくり」を推進し、それぞれの地域の特性を活かした
学習機会の充実を図ります。

広域的かつ体系的な生涯学習の方針及び計画を策定し、多様で豊富な
学習情報の収集及び提供、適切な生涯学習相談の実施、民間事業者と
の連携を促進します。
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　②　図書システム広域利用環境の構築事業

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

6,000 － － － － 6,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

システムの統合により、双方の所持する蔵書の貸し借りが可能となり、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。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

美濃加茂市の中央図書館及び東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。

期待される効果

取組の内容

 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

 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

概算事業費（千円）

費　目

　調査、調整、システム構築、
運用、広報、諸経費

実施スケジュール

実施手段

調査、調整、システム構築

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。
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　③　中学校区の適正化事業

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

－ － 1,000 － － 1,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

取組の内容

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

美濃加茂市西中学校の生徒数の増加と、坂祝中学校の生徒数の減少に
伴う教育環境の問題を解決するため、学校区を見直し、校区の適正化
を図り、より質の高い教育活動を進めます。

概算事業費（千円）

　調査費

関係機関調整、地域住民の合意形成、広報、事業費負担

関係機関調整、地域住民の合意形成、広報、事業費負担

期待される効果

校区の適正化により、それぞれの学校が円滑に、より質の高い教育活動を推進できます。

費　目

関係機関調整

調査研究

実施スケジュール

実施手段

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。
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　④　電算システムの一元化・共同利用事業

◆

◆

◆

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

4,000 1,500 1,000 1,000 － 7,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

概算事業費（千円）

システム更新料、サーバ保守料等の経費削減や、入力作業等の省力化を図ることができます。

調査研究、システム構築

費　目

　調査、システム構築費、事務
費

実施スケジュール

実施手段

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施機関及び役割分担（実施主体は、今後検討）

調査研究、関係機関調整、事業費負担

調査研究、関係機関調整、事業費負担

本圏域内の税・国民健康保険等の電算システムの共同利用と、データ管理の一元化を行います。

期待される効果

住民サービスの向上が期待できます。

取組の内容
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Ⅵ　定住自立圏構想の推進に向けて

１ （ニックネーム）エンジン運営事業

①

■

②

■

■

■

◆

◆

　定住自立圏構想を持続可能な取組みとするために、地域で必要な公共サービスなどを統括する
組織として、「（ニックネーム）エンジン（官民協働の取組みを担うＮＰＯ等）」を設立しま
す。

　この組織は、地域循環型モデルによる収益実現を図り、その資金を公共のために活用する「第
二の公共」を進める中核組織として位置付けます。

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ます。

ファンドの設立及び資金供出のルールや、担うべき事業、持続可能な組織体のあり方などを企画・検討する組
織です。

（ニックネーム）エンジン組織の運営

新規事業者への育成支援を行います。

ファンドへの出資募集、資金管理、運用を行います。

（ニックネーム）エンジン組織の設立

収益を生み出す経済ビジネスと福祉的事業等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共
生ビジョンに係る具体的取組が推進できます。

取組の内容

期待される効果

ファンドを活用し、定住自立圏共生ビジョンに係る具体的取組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います。

個　人

企　業

金融機関

エンジン

支　援

融　資

出資・寄付

利益還元

指導・監査

行政支援（当初）

出
資

補
助

自
立
推
進
民
間
事
業

定住推進民間事業

支
援
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◎
（ニックネーム）エンジ
ン運営委員会

美濃加茂市

坂祝町

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施機関及び役割分担（◎：実施主体予定）

概算事業費（千円）

費　目

　設立準備調査費、人件費

事業の運営

エンジン組織の設立、事業の調査研究

調査・研究・調整、事業費負担

調査・研究・調整、財政支援

調査・研究・調整、財政支援

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。参考として、現時点での見込みを記載しています。

実施スケジュール

実施手段
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