
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

18 



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。

29 



　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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