
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 0 1,500 3,000 3,000 16,110

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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カードを取得して退院した後、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 7,950 9,720 9,800 9,900 41,190
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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　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

　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

　事業参加、協力
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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+B1

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

（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

  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 3,000 3,100 3,000 14,170

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。

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　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

0 443 3,020 2,800 2,800 9,063

　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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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 1,008 400 1,400 2,808

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

　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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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 0 300 900 900 2,100

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）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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。

　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

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。
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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

支援事業

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 0 100 100

　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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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

白川町(H23.9.26) （１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

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・八百津町
白川町・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・◎八百津町
◎白川町・◎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

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 0 500 500

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）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

（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

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：地域福祉活動の推進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。

（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 0 100 100

（１）イ（イ）高齢化社会に強い圏域の形成

　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。

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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

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。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　事業参加、協力
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２ 　産業振興分野

（１）産業振興（２事業）

事業名 　１１　観光の推進事業　

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

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･町村観光協
会

◎商工農林業団体

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、資源調
査、体制整備、企画開
発、運営

情報提供

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

30,606 21,425 4,000 4,700 100 60,831

地域住民と産学官が連携し、協働型イベントや、訪れる人それぞれのニーズに即したおもてなしを企画・提供
します。

圏域の産業、歴史、自然の魅力の発信を通じ、交流人口の拡大を図ります。

地域住民の誇りの創出につなげることができます。

企画、関係機関調整、広報、財政支援

圏域の魅力を圏域の内外にＰＲすることにより、誘客の促進と経済効果、さらに産業の活性化が期待できま
す。

概算事業費見込（千円）

企画調査費、調整費、広
報費、運営諸経費

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

実施スケジュール

事業の内容

（１）エ（イ）木曽川や旧中山道を活用した観光の推進
（１）エ（ウ）ものづくり観光の推進

（１）エ（イ）飛騨川や木曽川、里山を活用した観光の推進

形成協定の概要

期待される効果

技術開発の支援、事業参加、協力、広報

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　企画、観光客の受入れ体制整備、事業参加、協力、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

（１）エ（イ）歴史的観光資源を活かした観光事業の推進
（１）エ（ウ）ものづくり観光の推進

（１）エ（イ）飛騨川流域の観光の推進

（１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

（１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

（１）エ（イ）圏域の特色を活かした観光の推進

中山道太田宿や飛騨街道、宿場町の趣が残る加治田、旧八百津発電所等の歴史資源、また、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、清流白川等の自然を活用した回遊
型観光を企画・提供します。
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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)

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

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

◎農林業生産者

◎商工農林業団体

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、資源調
査、体制整備、企画開
発、運営

情報提供

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

500 4,703 2,000 2,000 1,500 10,703

企画調査研究、関係機関との連携調整、農業後継者育成支援、広報、事業費負担

　１２　産業の魅力促進事業

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発
（１）エ（エ）産業活性化のための実践的職業訓練の促進
（１）エ（オ）農業の振興

地域の資源を活用した魅力的な商品を創出します。

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発
（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（オ）農業の振興

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランドの開発
（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
（１）エ（エ）農業の振興

（１）エ（ア）農林商工連携による地域ブランドの開発
（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
（１）エ（エ）農林業の振興

（１）エ（ア）農商工連携による地域ブランド事業の推進
（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
（１）エ（エ）農林業の振興

概算事業費見込（千円）

調査・調整費、広報費、
運営費

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

異業種間・産学官連携により、地元の特産を活用した商品及び活用を創出し、効果的な発信を通じて生産者の
安定した収益確保につなげます。

実施スケジュール

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

関係機関調整、広報、財政支援

技術開発の支援、事業参加、協力、広報

企画調査研究、開発支援、関係機関の連携調整、広報、事業費負担

　事業参加、協力

形成協定の概要

雇用の場の確保・創出が期待できます。

（１）エ（ア）農林商工連携による特産品事業の推進
（１）エ（ウ）産業活性化のための異業種間・産学官連携の推進
（１）エ（エ）農林業の振興

（１）エ（ア）農林商工連携による特産品事業の推進
（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
（１）エ（エ）農林業の振興

防災、優良な景観等、農山村の環境の保全が期待できます。
期待される効果
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３ 　交流・共生分野

（１）教育（６事業）

事業名 　１３　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 12,700 4,800 30,610

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。

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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）

　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
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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 3,790 3,910 2,900 3,100 23,577

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

（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。

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。

　１４　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
ステムの構築運営、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
ステムの構築運営、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
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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 1,200 1,800 0 600 3,600

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　事業参加、協力

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

　１５　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
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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 0 100 100

　１６　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。

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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
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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

◎市教育センター

◎加茂郡教育研究所

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

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 0 120 300 300 720

　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）

　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。

　１７　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

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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
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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
の開催

加茂の祈り展
の開催

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 2,300 2,700 3,000 8,000

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　事業参加、協力

概算事業費見込（千円）

形成協定の概要

（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

（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

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。

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

調査、調整、検討会議、
事業費、広報、諸経費

　関係機関調整、国等の公的支援確保、広報、財政支援

　１８　博物館施設の連携・文化財保護共同事業

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

講座の講師、資料整理、文化財の調査・普及等

（１）ウ（ア）公共施設の共同利用の推進

実施スケジュール

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。
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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 43,100 34,300 42,600 120,000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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　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

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

　１９　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。
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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 8,200 10,100 4,900 24,410

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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

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

　２０　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。
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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 15,200 28,800 25,600 77,600

　関係機関調整、管理、広報、情報提供、財政支援

　２１　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

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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
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（４）道路等のインフラ（３事業）

事業名

形成協定の概要 坂祝町(H21.10.26)

事業の目的

事業の内容

期待される効果

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

◎美濃加茂市
　坂祝町

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

都市計画区域の変更協
議、都市計画の決定

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

460 0 0 0 0 460

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

　２２　都市計画区域の統合事業

（２）イ（ア）都市計画区域の統合

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。

圏域資源の総合的かつ効率的な運用を促進し、一体の区域としてインフラ整備を進めるため、美濃加茂都市計
画区域と坂祝都市計画区域を統合します。

美濃加茂都市計画区域と坂祝都市計画区域（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。

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　計画の調整、住民の合意形成、関係機関調整、事業費負担

調査作成費
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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)

八百津町(H23.12.22)

事業の目的

事業の内容

期待される効果

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

◎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

関係機関調整

調査、計画策定、協定締
結、施工、維持管理

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

180 7,000 100 0 100 7,380

　２３　生活幹線道路整備事業

圏域の「広域幹線道路整備計画」に基づく生活幹線道路の整備や、行政界道路の維持管理等の整備を共同で実
施します。

（２）イ（イ）生活幹線道路の整備

（２）ウ（ア）生活幹線道路の整備

（２）イ（ア）生活幹線道路の整備

（２）ウ（ア）生活幹線道路の整備

（２）ウ（ア）生活幹線道路の整備

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

調査研究、計画作成、調
整、諸経費

　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

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。
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。

圏域生活の利便性及び防災機能の向上を図ります。

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）
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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)

八百津町(H23.12.22)

事業の目的

事業の内容

期待される効果

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

◎美濃加茂市
◎坂祝町・◎川辺町
◎富加町・◎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

調査、計画策定、協定締
結、施工、維持管理

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 0 100 100

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

住民生活の利便性及び防災機能の強化を推進できます。
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。

調査研究、計画作成、調
整、諸経費

　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

　２４　上下水道の共同利用事業

住民生活に欠くことのできない上下水道施設について安定的・効率的に運用します。

緊急時における応急給水の連携体制を整備します。下水道の一部区域の区域外流入を検討し、共同利用を図り
ます。

形成協定の概要

（２）イ（ウ）生活インフラの相互利用

（２）ウ（イ）生活インフラの相互利用

（２）イ（イ）生活インフラの相互利用

（２）イ（イ）生活インフラの相互利用
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（５）交流（１事業）

事業名

坂祝町(H21.10.26)

川辺町(H22.9.30)

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
川辺町・富加町
の住民、事業者

◎多文化共生に関わるＮ
ＰＯ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
川辺町・富加町

内容 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

多文化共生に関わるＮＰ
Ｏ等による調査研究

日本の社会ルール・文
化、日本語学習講座の実
施

各種相談窓口開設

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

1,456 290 2,090 5,400 5,500 14,736

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

　事業参加、協力

（１）ウ（ア）外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備
（２）ウ（ア）多文化共生の推進

（１）ウ（ア）外国人の子どもに対する教育環境の整備
（２）エ（ア）多文化共生の推進

外国人住民も日本人もお互いを理解し、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。
外国人住民も産業の貴重な担い手として圏域の産業・経済の活性化に欠かせない存在になります。

定住を望む外国人住民を対象に、学習、文化交流等各種支援を行い、国籍や文化等のちがいを超えた広域的な
多文化共生活動を推進します。

多文化共生に関わるＮＰＯ等の活動を中心に、日本の社会ルール・文化・日本語の学習支援、各種相談窓口の
開設等の支援を行います。
外国人住民と日本人が協働し、広域的な多文化共生文化交流事業を開催します。

（１）ウ（ウ）外国人の子どもに対する教育環境の整備
（２）ウ（イ）多文化共生の推進

　２５　圏域内外国人住民の定住環境整備

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

調査、運営、支援会議、
調整、広報、諸経費

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

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）
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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）

事業名 　２６　合同研修・人材交流事業

坂祝町(H21.10.26) （３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流

川辺町(H22.9.30) （３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流

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

◎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、調査研
究、実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

305 640 2,800 2,300 2,600 8,645

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

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。
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。

概算事業費見込（千円）

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：合同研修・人材交流事業に要する費用は、各市
町村が協議のうえ、按分して負担する。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

職員の様々な地域課題への対応能力の向上及び視野の拡大並びに圏域全体にわたる事業運営の円滑化及び圏域
の職員間の一体感を醸成します。

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。

調整、事業費、事務費

　事業参加、協力

　企画調整、事業費負担

実施スケジュール

（３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流

（３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流

（３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流

形成協定の概要

（３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流

（３）ア（ア）職員の合同研修及び人材交流
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（２）人材確保（１事業）

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

◎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

調査研究、実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 30 6,800 6,600 6,900 20,330

民間企業、研究機関、国・県等の専門性を有する人材を、まちづくり事業等に活用します。

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定） 　企画調整、事業費負担

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の活用

　事業参加、協力

　２７　外部人材の確保及び活用事業

安心・安全向上、産業振興、交流・共生、圏域マネジメントに係る専門性を有する人材を活用し、定住自立圏
構想の取組の成果を高めます。

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の活用

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の登用

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の登用

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の活用

概算事業費見込（千円）

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の活用

（３）イ（ア）外部の専門的な人材の活用

人件費・事務費

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：外部人材の確保及び活用事業に要する費用は、
各市町村が協議のうえ、按分して負担する。

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、まちづくり施策等の充実を図ることが期待できます。
専門機関等との連携により、地域の資源を最大限に活用した支援を推進できます。
効率的・効果的な知識習得により、研修等の費用削減につなげることができます。

形成協定の概要

実施スケジュール
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（３）共同化（５事業）

事業名

形成協定の概要 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・富加町
の住民、事業者

◎美濃加茂市
◎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

調査研究

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 25,100 100 25,200

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　事業参加、協力

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

　２８　学校規模適正化事業

学校規模の適正化を図るため、校区の見直し等について協議を進めるとともに、関係機関との調整及び関係者
の合意形成を図ります。

（１）ウ（ア）小中学校区の適正化

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

学校規模の適正化の実現により、学校間の格差を是正し、児童・生徒が互いに切磋琢磨して成長しあえる学校
環境づくりを進めます。

学校規模の適正化の必要性を認識し、その改善に向けての対応策を検討することにより、質の高い教育環境の
整備を図ります。
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事業名

坂祝町(H21.10.26) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

川辺町(H22.9.30) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

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
◎白川町・◎東白川村

◎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、システム構築

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

9,706 13,800 22,700 16,700 6,500 69,406

形成協定の概要

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

行政事務の広域的な拡大により、住民サービスの向上が期待できます。
電算システムやＩＣＴ関連システムの共同利用あるいは連携により、システム管理料やサーバ保守料等の維持
経費の縮減、または、行政間における共同事務処理により、行政事務の効率的な運用が進み、事務経費の縮減
が可能となります。

調査、システム構築費、
事務費

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、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

例規管理システム、GISシステム、その他システム共同利用に係る調査研究・関係
機関調整・事業費負担

公共施設予約システム、例規管理システム、GISシステム、その他システム共同利
用に係る調査研究・関係機関調整・事業費負担

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

GISシステム、その他システム共同利用に係る調査研究・関係機関調整・事業費負
担

総合行政情報システム、例規管理システム、GISシステム、その他システム共同利
用に係る調査研究・関係機関調整・事業費負担

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

　２９　電算システムの共同利用事業

電算システムの行政事務を共同処理することにより、行政サービスの向上と事務の効率化を進めます。

本圏域行政間の電算システムやＩＣＴ関連システムの共同利用あるいは連携を図り、さまざまな行政事務の共
同処理を進めます。

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

総合行政情報システム、公共施設予約システム、例規管理システム、GISシステ
ム、その他システム共同利用に係る調査研究・関係機関調整・事業費負担

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用
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事業名

坂祝町(H21.10.26) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

川辺町(H22.9.30) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

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

◎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、実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 2,700 3,000 7,700 800 14,200
概算事業費見込（千円）

形成協定の概要

実施スケジュール

　事業参加、協力

　調査研究・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）

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　３０　行政事務の効率的運用事業

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

調査費、事務費

（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

行政事務を共同処理することにより、行政サービスの向上と事務の効率化を進めます。

圏域行政間の連携を図り、さまざまな行政事務の、より効果的・効率的な共同処理を進めます。

行政間における共同事務処理により、行政事務の効率的な運用が進み、事務経費の縮減が可能となります。
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事業名

坂祝町(H21.10.26) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

川辺町(H22.9.30) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

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

◎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、実施

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 0 4,500 100 4,600

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

調査費、事務費

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

災害・緊急時の広報・通信体制を充実します。
災害時の相互応援体制の構築に向けた研究を進めます。

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

災害時に、相互の応援により迅速に対応し、被害を最小限にとどめることができます。

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

　３１　防災・安全情報共有事業

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

災害に関する相互応援協定に基づき、災害備蓄品や避難施設の提供、職員の派遣など、相互応援体制を構築し
ます。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　避難訓練参加、協力

　調査研究・関係機関調整・事業費負担

形成協定の概要
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事業名

坂祝町(H21.10.26) （１）ウ（ウ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

川辺町(H22.9.30) （１）ウ（ウ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

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)

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・坂祝町
川辺町・富加町
七宗町・八百津町
の住民、事業者

ボランティア団体、ＮＰ
Ｏなど

◎みのかも市民活動サ
ポートセンター

美濃加茂市・坂祝町
川辺町・富加町
七宗町・八百津町

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

ネットワーク構築に係る
調査研究及び関係機関調
整

市民活動団体のネット
ワーク構築及び活動への
支援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 0 400 0 100 500

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：市民活動団体等のネットワーク構築に関する外部人材の活用
をはかる費用は、各市町が協議のうえ、按分して負担する。

実施機関及び役割分担
（◎：実施主体予定）

　３２　市民活動団体等のネットワーク構築

定住自立圏内の市民活動団体等のネットワーク構築に向けての調査、研究を外部人材を活用しながら進めま
す。
ＮＰＯ法人の養成等に関する講演会やボランティア養成の講座等を実施します。
みのかも市民活動サポートセンター等の中間支援組織のあり方について調査・研究を進めます。

各市町にあるＮＰＯや中間支援組織などの団体について、圏域内でネットワーク化を図ることで、団体間の情
報共有が促進されるとともに、住民との協働によるまちづくりが促進されます。

　事業参加、協力

（１）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

実施スケジュール

概算事業費見込（千円）

形成協定の概要

（１）ウ（イ）スポーツ・文化団体等の交流の促進

「みのかも市民活動サポートセンター」を中心に圏域内での地域活動団体やＮＰＯなどのネットワークを構築
することにより、住民主体の生涯学習やまちづくりなど、地域活動を促進します。

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

　事業推進への協力

　関係機関との調整、広報、財政支援

ニーズの把握、講座・研修開設、広報、相談・紹介、ネットワーク支援、活動支
援、事業費負担、団体登録の受付、まちづくり活動の啓発と普及

調査、調整、事業費、広
報、諸経費
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Ⅵ 　定住自立圏構想の推進に向けて

事業名 　３３　みのかもつながる力創造事業

坂祝町(H21.10.26) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

川辺町(H22.9.30) （３）ウ（ア）行政事務の効率運用

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

つながり応援団

◎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、調査研究

つながる事業実施

つながり応援団の設立、
事業支援

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計

0 8,200 12,000 11,600 11,700 43,500

注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での実績及び概算事業費見込額（関係機関
による事業費を含めた総事業費）を記載しています。

定住自立圏構想を持続可能な取組とするための仕組みをつくります。

地域の暮らしに必要なサービスの担い手である民間の方々の意欲と発想を積極的に引き出し、つなげ、定住自
立圏共生ビジョン具体的取組事業を推進する「つながる事業」を実施します。
地域循環型モデルによる収益実現のための仕組みをつくり、具体的取組事業を支援します。

調査研究費、事業費

定住自立圏共生ビジョン具体的取組を推進し、みのかも定住自立圏の文化を育むことができます。

　事業参加、協力

　調査・研究・調整、財政支援

　調査・研究・調整、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）

（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

形成協定の概要

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

（３）ウ（ア）行政事務の効率運用

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
負担に係る基本的な考え方：みのかもつながる力創造事業に関する外部人材の活
用に要する費用は、各市町村が協議のうえ、按分して負担する。
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