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定住自立圏の名称　　みのかも定住自立圏

圏域を形成する市町村の名称

　　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

美濃加茂市 

坂祝町 

川辺町 

七宗町 

富加町 

白川町 

東白川村 

八百津町 

１ 定住自立圏及び市町村の名称 

名古屋市 

岐阜県 

愛知県 

≪みのかも定住自立圏域≫ 
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　中心市が主体となって取り組む事業だけではなく、圏域を構成する近隣町村も具体

的取組事業を提案し積極的に事業を推進していくことで、それぞれの地域がもつ強み

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ます。

　美濃加茂市と坂祝町・川辺町・富加町・七宗町・白川町・八百津町・東白川村は、

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。

　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。

　平成２２年度からはじまった「第１次共生ビジョン」では、圏域の連携により効率

化や効果が高まる事業に取り組んできましたが、平成２７年度からはじまる「第２次

共生ビジョン」では、「都市圏とのつながり」「新しい公共」「中心市・近隣町村か

らの提案」の３つの基本方針にしたがって展開していきます。

　このビジョンの期間は、平成２７年度から３１年度までの５年間とし、毎年度、所

要の見直しを行います。

＜基本方針１＞

「都市圏とのつながり」により、新たな交流をつくり、定住人口増加へつなげます

　みのかも定住自立圏域と国道４１号で結ばれている名古屋圏をターゲットとして、

圏域の特色ある事業を展開し、豊かな自然環境や多様な観光資源、人と人とのつなが

りなど圏域の魅力に触れる都市圏住民を増やし、定住人口の増加へとつなげていきま

＜基本方針２＞

民間の力による「新しい公共」を実現し、いきいきと暮らせる地域を創造します

　ＮＰＯや企業、民間団体が身近な課題に対して主体的に取り組むことで、これまで

行政が担ってきた公共サービスの役割分担を見直し、圏域の課題を地域の力で解決し

ながら、地域に対して誇りや愛着を持てる仕組みを作ります。

＜基本方針３＞

中心市をはじめ近隣町村からの提案事業に取り組みます

２ 定住自立圏共生ビジョンの基本方針 

定住自立圏共生ビジョン策定の意図 

定住自立圏共生ビジョンの期間 

定住自立圏共生ビジョンの基本方針 
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　当圏域は、東海環状自動車道、国道２１号、国道４１号、国道２４８号、国道２５６

号、国道４１８号といった主要道路が走る交通の要衝です。特に国道４１号は、名古屋都

市圏と直接つながり、当圏域の背骨であり玄関口となっています。また、鉄道は、ＪＲ高

山本線、太多線及び長良川鉄道が交わっています。

　当圏域は、北部は飛騨や奥美濃の山並みに面し、飛騨川が北から南へと流れ、南部は木

曽川沿いの肥沃な低地である濃尾平野に位置する豊かな自然環境を有する地域で、「飛騨

木曽川国定公園」の一部となっています。

　近年では、名古屋市や岐阜市から約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、㈱モンテール美濃加茂工場、パジェロ

製造㈱、大王製紙㈱、㈱ミツカングループ等大型企業が立地し、岐阜県下でもトップクラ

スの製造品出荷額を誇る地域となっています。

　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。

　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、千年以上の歴史があり、

食の世界遺産と言われる「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、圏域を代表する特産品となっています。

　山里特有の気候が生み出す白川茶や八百津の栗きんとん、豊かな水が生み出す清酒など

特産品の種類も豊富です。

　観光分野では、雄大な木曽川と「中山道太田宿」、「平成記念公園日本昭和村」、飛騨

川の「川辺漕艇場」や「飛水峡」、富加町の「加治田城」、白川の清流やキャンプ場、八

百津の「杉原千畝記念館」「蘇水公園」など多様な観光資源が分布しています。

３ 定住自立圏の将来像 

定住自立圏の状況 
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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。

 
 
 

    ほっと 

ここに住むしあわせ。 ＨＯＴエリアみのかも。 
 
 
 
 

 

 

 

 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

将来像のキャッチフレーズ 

定住自立圏の将来像 
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（単位：人）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

美濃加茂市 54,729 56,283 57,002 57,370 57,463 57,306 56,874

坂祝町 8,361 8,206 8,025 7,796 7,518 7,201 6,826

富加町 5,516 5,393 5,215 5,014 4,793 4,548 4,289

川辺町 10,593 10,285 9,927 9,539 9,117 8,679 8,218

七宗町 4,484 4,128 3,787 3,459 3,135 2,828 2,533

八百津町 12,045 11,172 10,348 9,529 8,742 7,979 7,235

白川町 9,530 8,663 7,862 7,087 6,370 5,716 5,099

東白川村 2,514 2,328 2,130 1,938 1,768 1,615 1,475

合計（圏域） 107,772 106,458 104,296 101,732 98,906 95,872 92,549

（単位：人）

2005年 2010年 2015年 2040年 2060年

美濃加茂市 52,133 54,729 55,384 58,318 57,000

坂祝町 8,552 8,361 8,202 7,421 6,500

富加町 5,710 5,516 5,564 4,900 4,400

川辺町 10,838 10,593 10,197 9,100 8,100

七宗町 4,870 4,484 3,876 2,808 (注)2442

八百津町 12,935 12,045 11,027 8,953 7,536

白川町 10,545 9,530 8,392 5,602 4,600

東白川村 2,854 2,514 2,261 1,887 1,734

合計（圏域） 108,437 107,772 104,903 98,989 92,312

　　　ビジョンに基づき独自で推計した数値を記載しています。

（注）七宗町の人口ビジョンは、2040年までの推計となっているため、2060年の数値は、岐阜県人口

人口ビジョン数値は、各市町村人口ビジョンによる。

１．将来推計人口

　みのかも定住自立圏における将来推計人口の状況は、美濃加茂市においては、

2030年（平成42年）までは増加し、それを境に減少に転ずることが見込まれていま

す。一方、周辺7町村では年々減少を続けていくことが見込まれています。

　圏域全体の推計人口は、美濃加茂市の増加を周辺町村の減少が上回る形となり、減

少していくことが予想されています。

出典：国立社会保障・人口問題研究所

２．みのかも定住自立圏における人口ビジョン

　みのかも定住自立圏では、構成8市町村が連携し、「住み続けたいまち、住んでみ

たいまち」の実現に向け、共生ビジョンに位置づける事業を推進するとともに、各市

町村がそれぞれの特色を活かし、必要性に応じた事業を実施することにより、各市町

村の掲げる人口ビジョンの達成を目指します。

実績値（国勢調査数値） 人口ビジョン数値

将来における人口ビジョン 
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＜重点事業＞

福 祉 1 みんなで子育て応援事業
子育てに関する総合的支援サービスを実施し、そのための人材育

成、情報発信を連携して行う。
○

教 育 2 里山アートプロジェクト事業
日本昭和村を舞台に、巨大稲わらアート、学生演劇、古典芸能事

業、地域関連事業を開催し、都市圏と文化交流を図る。
○ ○

3
「織田信長の東美濃攻略」を活

用した歴史ＰＲマンガ作成事業

身近な史跡を舞台としたマンガを作成し、郷土の魅力ある歴史を

地域や都市圏に発信する。
○ ○

4 ボート王国プロジェクト事業
ボートアカデミーを設立して、底辺拡大や技術向上を図り、ボー

トスポーツによるまちづくりを進める。
○ ○

5
野外フェスティバルからはじまるあ

たらしい地域コミュニティ事業

大規模な野外音楽フェスティバルを両地域で定期的に行い、都市

圏との新たなつながり、交流を創造する。
○ ○

産 業 振 興 6
みのかも魅力発信！名古屋交流

拠点事業

名古屋市栄地区をイベント拠点として、都市圏へ地域の魅力を発

信し、ＰＲ活動を行う。
○

7 里山再生プロジェクト事業
侵入竹林を伐採、広葉樹を植樹するなど、里山林を整備し、人と

自然の共存を学ぶ交流の場とする。
○ ○

8
Kisoジオパークにぎわい創出事

業

雄大な木曽川と歴史ある中山道をフィールドとしてにぎわいのあ

るまちづくりを行う。
○ ○

9 おんさいＥＸＰＯ事業
鳴子踊りの祭典を開催し、交流の輪を広げ、地域や都市圏に「ま

ちの元気」を発信する。
○ ○

10
名古屋市民をみのかも定住自立

圏域へ招くツアー事業

名古屋市出発の観光・体験・散策ツアーを実施し、地域の魅力を

ＰＲする。
○

11 Ｒ４１カード事業
名古屋圏域の住民を顧客として、利用特典カードを発行し、地域

の観光産業活性化を図る。
○

環 境 12 生物多様性地域連携促進事業
圏域の自然環境を保全するため、環境フェアの共同開催や圏域内

の自然環境調査を行う。
○ ○

公 共 ネ ッ ト

ワ ー ク
13 地域情報放送事業

身近な情報の共有化を図るため、ケーブルテレビ「CCNet」やス

マホなどでも聞ける「FMらら」で地域情報を発信する。
○

共 同 化 14 地域づくり研究連携事業

レッキーマラソンコース沿いの環境整備、でか金による地域づく

り、龍神さんが棲む箱庭のまちづくりの事業を実施し、特色ある

地域住民活動のあり方を研究する。

○ ○

小　計

＜継続事業＞

医 療 15 休日急患診療事業

福 祉 16
ファミリー・サポート・セン

ター広域実施事業

17 エリアサービスマップ事業

18 幼児療育支援事業

教 育 19
図書システム広域利用環境の構

築事業

20 生涯学習機会の充実

21 圏域外国人住民の定住環境整備

人 材 育 成 22 合同研修・人材交流事業

人 材 確 保 23 外部人材の確保及び活用事業

共 同 化 24 電算システムの共同利用事業

25 みのかもつながる力創造事業

小　計

総　計

新しい公共事業名 事業概要
都市圏との

つながり

事業名 事業概要

加茂医師会、加茂歯科医師会と連携し、休日の急患患者の診療体制を強化する。

子育て支援を行うファミリーサポートを広域的に推進する。

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運営する。

心身に障がいのある子どもの療育教育を連携して進める。

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つなげる。

公共施設の利便性の向上を図り、生涯学習事業等の活動を促進する。

圏域外国人を対象とした生活支援・日本語学習支援や、外国人児童生徒に対する就学支援を行

う。

圏域市町村職員研修の共同開催や男女共同参画社会を目指し、圏域の人づくりを行う。

顧問弁護士、消費生活相談室を圏域で共同設置し、専門性を有する人材の活用を図る。

電算システムの共同利用により、住民サービスの向上等を推進する。

地域の課題を解決する住民・団体の活動を支援する。

４ 将来像の実現に向けた具体的取組 
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H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

220 1,517 764 800 6,200 9,501
美濃

加茂市
坂祝町 8

3,000 15,000 0 0 0 18,000
美濃

加茂市
富加町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
8

600 7,323 964 0 0 8,887
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 9

6,000 5,000 2,000 2,000 2,000 17,000
美濃

加茂市
川辺町 9

4,480 4,700 5,500 4,500 3,500 22,680
美濃

加茂市

八百

津町
10

6,000 7,560 8,100 7,560 7,560 36,780
美濃

加茂市
富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
10

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 11

5,260 11,260 9,060 8,060 8,060 41,700
美濃

加茂市
坂祝町 11

1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21,000
美濃

加茂市
富加町 12

9,330 3,713 8,836 8,000 8,000 37,879
美濃

加茂市
川辺町 白川町

東白

川村
12

6,527 6,257 0 0 0 12,784

5,142 5,126 5,142 5,120 5,120 25,650
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
13

34,567 40,399 44,087 40,399 40,399 199,851
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
13

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500
美濃

加茂市
七宗町 14・15

106,626 137,355 113,953 105,939 110,339 574,212

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 計

7,092 7,092 7,194 7,292 7,292 35,962
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
16

1,539 1,539 2,287 1,931 1,931 9,227
美濃

加茂市
坂祝町 川辺町 七宗町 16

638 389 389 389 389 2,194
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
17

760 780 760 780 780 3,860
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
17

5,120 4,982 5,062 10,000 5,300 30,464
美濃

加茂市
坂祝町 18

2,808 2,288 2,409 2,288 2,288 12,081
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
18

4,239 4,572 4,525 4,572 4,572 22,480
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 19

1,067 1,067 567 467 467 3,635
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
20・22

4,314 4,362 4,600 4,600 4,600 22,476
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 白川町

東白

川村
20・21

2,722 2,722 0 0 0 5,444
美濃

加茂市
七宗町 22

11,776 11,703 5,993 4,000 4,000 37,472
美濃

加茂市
坂祝町 富加町 川辺町 七宗町

八百

津町
白川町

東白

川村
21

42,075 41,496 33,786 36,319 31,619 185,295

148,701 178,851 147,739 142,258 141,958 759,507

連　携　市　町　村
概算事業費

ページ

ページ

概算事業費
連　携　市　町　村
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連携市町村

坂祝町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ →

合　計

1,517 764 800 6,200 9,501

指　標
子育てに携わる人材育成講座述べ

受講者数

連携市町村

美濃加茂市

富加町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→

→

→

→
合　計

15,000 0 18,000

指　標 各種イベントの参加人数

事業名

≪重点事業≫１
事業概要

子育てに関する総合的支援サービスを実施し、そのための人

材育成、情報発信を連携して行う。

みんなで子育て応援事業 期待される効果

子育てに関して、専門的な知識や技術を持った人材を育成

し、住民ニーズに合ったサービスメニューを提供することが

できるようになる。分野 福祉

協定項目 役割分担

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 子育てに携わる人材の育成、子育てに関する情報発信の強化

(各協定項目) 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

子育て支援に携わる人材の育成・実践の場の提供 →

子育てに関する情報発信の強化

概算事業費(千円）
220

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

平成28年度事業から捕捉開始 120人（平成31年度）

期待される効果

圏域内の連携を強化し、交流人口の増加から定住人口の増加へとつ

なげる。
分野 教育

協定項目 役割分担

事業名

≪重点事業≫２ 事業概要

日本昭和村を舞台に、圏域が連携できる文化事業を開催する。巨大

稲わらアート、学生演劇、古典芸能事業、地域関連事業を開催し、

都市圏と文化交流を図る。（平成29年度事業内容検討中）

里山アートプロジェクト事業

(各協定項目) イベント実施主体と連携して事業を実施

(1)ｳ(ｲ)スポーツ・文化団体等の交流の促進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｲ)スポーツ・文化団体等の交流の促進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｲ)スポーツ・文化団体等の交流の促進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｲ)スポーツ・文化団体等の交流の促進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｲ)スポーツ・文化団体等の交流の促進 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

稲わらアート事業

学生演劇祭事業

能楽堂活性化事業

圏域連携文化事業の開催 →

12,000人（平成27年度） 事業の継続を含め、事業内容を検討している。

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
3,000

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）
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連携市町村

富加町

美濃加茂市

坂祝町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→

→

→ →

合　計

7,323 964 8,887

指　標

事業の満足度・圏域の魅力発見度（マ

ンガ入手者及び普及イベント参加者へ

のアンケートで把握）

連携市町村

川辺町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

5,000 2,000 2,000 2,000 17,000

指　標 ボート事業に係る研修参加者数

事業名

≪重点事業≫３
事業概要

身近な史跡を舞台としたマンガを作成し、郷土の魅力ある歴

史を地域や都市圏に発信する。

「織田信長の東美濃攻略」を活用し

た歴史ＰＲマンガ作成事業 期待される効果

郷土の歴史を再発見することで、圏域内外に魅力を発信しな

がら、郷土愛を育んでいく。分野 教育

協定項目 役割分担

(1)ｴ(ｲ)歴史的観光資源を活かした観光事業の推進 調査研究、シナリオ原案作成、マンガ製作、普及活動

(各協定項目) 事業参加、協力

(1)ｳ(ｲ)木曽川や旧中山道を活用した観光の推進 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

資料研究 →

シナリオ原案作成 →

マンガ製作

普及活動（ワークショップ、イベントなど） →

概算事業費(千円）
600

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

70.74ポイント

（平成27年度）
８０ポイント（平成29年度）

期待される効果

ボートアカデミーを中心としたボート教育により、ボート人口が拡

大し、ボートを通じた圏域内外の交流が盛んになる。
分野 教育

協定項目 役割分担

事業名

≪重点事業≫４
事業概要

ボートアカデミーを設立して、底辺拡大や技術向上を図り、ボート

スポーツによるまちづくりを進める。

ボート王国プロジェクト事業

(1)ｴ(ｲ)飛騨川や木曽川、里山を活用した観光の推進 川辺ボートアカデミーの支援

(各協定項目) 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

川辺ボートアカデミーの運営 →

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
6,000

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

250人（平成28年度） ３３０人（平成29年度）
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連携市町村

八百津町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

4,700 5,500 4,500 3,500 22,680

指　標 イベント来場者数

連携市町村

美濃加茂市

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

7,560 8,100 7,560 7,560 36,780

指　標 イベント開催数（累積）

事業名

≪重点事業≫５
事業概要

大規模な野外音楽フェスティバルを両地域で定期的に行い、都

市圏との新たなつながり、交流を創造する。

野外フェスティバルからはじまるあたら

しい地域コミュニティ事業 期待される効果

大規模な音楽・文化的イベントにより、新たな圏域の魅力をつく

り、圏域と都市圏との新しいつながりや交流をもたらす。分野 教育

協定項目 役割分担

(1)ｳ(ｱ)公共施設の共同利用の推進 イベント実施主体と連携し事業を実施

(各協定項目) 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

大規模野外音楽フェスティバルの実施 →

概算事業費(千円）
4,480

目標値（達成年度）

1,500人（平成27年度） 3,000人（平成31年度）

事業名

≪重点事業≫６ 事業概要

名古屋市栄地区をイベント拠点として、都市圏へ圏域の魅力を

発信し、ＰＲ活動を行う。

みのかも魅力発信！名古屋交流

拠点事業 期待される効果

圏域の場所や地域性の理解、近くても非日常を体感できること

を知って、訪れてもらうことで、交流人口を増加させる。

重要業績評価指標（KPI) 現状値

分野 産業振興

協定項目 役割分担

(各協定項目) 素材の掘り起し、イベントの企画調整、イベントの実施

(1)ｴ(ｱ)農商工連携による地域ブランドの開発 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

素材の掘り起し →

(1)ｴ(ｱ)農商工連携による地域ブランドの開発 事業参加、協力

(1)ｴ(ｱ)農林商工連携による地域ブランドの開発 事業参加、協力

(1)ｴ(ｱ)農林商工連携による特産品事業の推進 事業参加、協力

(1)ｴ(ｱ)農商工連携による地域ブランド事業の推進 事業参加、協力

(1)ｴ(ｱ)農林商工連携による特産品事業の推進 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、現時点での見込額を記載しています。

ＰＲイベントの実施

概算事業費(千円）
6,000

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

１回（平成27年度） ９回（平成31年度）
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

→ → → →

→ → → →
合　計

20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

指　標 里山林整備面積（累積）

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

11,260 9,060 8,060 8,060 41,700

指　標
イベント等のまちづくりに関する

取り組み実施回数（累積）

事業名

≪重点事業≫７
事業概要

侵入竹林を伐採、広葉樹を植樹するなど、里山林を整備し、人

と自然の共存を学ぶ交流の場とする。

里山再生プロジェクト事業
期待される効果

圏域住民が、地域資源として里山を理解し、自分たちで整備

し、管理していくという意識が生まれる。分野 産業振興

協定項目 役割分担

(各協定項目) 里山林整備、伐採竹の破砕・管理道整備、植生調査、イベントの開催

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

里山林整備 →

伐採竹の破砕・管理道整備 →

植生調査 →

里山活用イベントの開催 →

概算事業費(千円）
20,000

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

5.02ha（平成27年度） 31.5ha（平成31年度）

期待される効果

木曽川と中山道という地域資源を活用した、人と人、人と自然

が交わる事業を開催し、交流人口の増加を図る。
分野 産業振興

協定項目 役割分担

事業名

≪重点事業≫８
事業概要

雄大な木曽川と歴史ある中山道をフィールドとしてにぎわいの

あるまちづくりを行う。

Kisoジオパークにぎわい創出事

業

(各協定項目) かわまちづくりイベントの開催、堤防道路環境整備

(1)ｴ(ｲ)木曽川や旧中山道を活用した観光の推進 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

かわまちづくりイベントの開催 →

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

堤防道路環境整備 →

概算事業費(千円）
5,260

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

６回（平成27年度） 28回（平成31年度）
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連携市町村

富加町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

5,000 5,000 5,000 5,000 21,000

指　標 イベント参加者及び来場者数

連携市町村

白川町

美濃加茂市

川辺町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ →

→ → → →

→ → → →

合　計

3,713 8,836 8,000 8,000 37,879

指　標 連携市町村への定住者数

事業名

≪重点事業≫９
事業概要

富加町と美濃加茂市で連携して、鳴子踊りの祭典を開催

し、交流の輪を広げ、圏域や都市圏に「まちの元気」を

発信する。おんさいＥＸＰＯ事業
期待される効果

鳴子踊りを中心としたまつりを開催することにより、圏

域の新しい魅力を創造し、交流人口の増加を図る。
分野 産業振興

協定項目 役割分担

(1)ｳ(ｲ)スポーツ・文化団体等の交流の促進 イベント主催団体と連携して実施

(各協定項目) 事業参加、協力

H27年度

→

実施スケジュール

イベントの内容の企画立案、関係団体との調整

イベントの実施

概算事業費(千円）
1,000

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

10,000人（平成28年度） 12,000人（平成31年度）

期待される効果

名古屋圏から見て魅力ある資源を体験してもらい、定住

者人口の増加を図る。
分野 産業振興

協定項目 役割分担

事業名

≪重点事業≫１０ 事業概要

名古屋市出発の観光・体験・散策ツアーを実施し、圏域

の魅力をＰＲする。
名古屋市民をみのかも定住自立

圏域へ招くツアー事業

(1)ｴ(ｱ)農商工連携による地域ブランド事業の推進 ツアーの企画協力

(各協定項目) 事業参加、協力

(1)ｴ(ｲ)飛騨川や木曽川、里山を活用した観光の推進 事業参加、協力

(1)ｴ(ｲ)飛騨川や木曽川、里山を活用した観光の推進 事業参加、協力

H27年度実施スケジュール

観光ガイド養成指導 →

ツアーの検討 →

ツアー企画、開催 →

目標値（達成年度）

0人（平成27年度） 6人（平成31年度）

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
9,330

重要業績評価指標（KPI) 現状値
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

→ → →

合　計

5,126 5,142 5,120 5,120 25,650

指　標 環境フェア来場者数（累積）

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

40,399 44,087 40,399 40,399 199,851

指　標
サイマル放送アプリのインストー

ル数

事業名

≪重点事業≫１２
事業概要

圏域の自然環境を保全するため、環境フェア、学習会などを通じて

生物多様性について情報を発信する。また、希少動植物の分布や絶

滅危惧種の個体数等を把握するため、自然環境調査を行う。

生物多様性地域連携促進事業
期待される効果

圏域の特色ある自然環境を再認識し、圏域の豊かな自然と、生物多

様性の保全への取組を地域に浸透させるとともに圏域外にアピール

することで、都市圏からの来訪者を増加させる。
分野 環境

協定項目 役割分担

(各協定項目) 環境フェアの開催、圏域自然環境調査の実施

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

(1)ｵ(ｱ)総合的な環境・エネルギー対策の推進 事業参加、協力

H27年度

環境フェアの開催 →

実施スケジュール

自然環境調査・レッドデータブック作成 →

生物多様性地域戦略作成

概算事業費(千円）
5,142

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

4,171人（平成27年度） 15,000人（平成31年度）

期待される効果

圏域内の情報を発信することで、他市町村を知ることができ、住民のつ

ながりを強くするとともに圏域一体で情報を共有できる。また、関連す

るＮＰＯ・企業・民間団体の活動を発信することで、各団体の活動をよ

り活性化させ、団体同士の交流のきっかけを作る。

分野 公共ネットワーク

協定項目 役割分担

事業名

≪重点事業≫１３
事業概要

身近な情報の共有化を図るため、地域情報の相互放送をケー

ブルテレビ「CCNet」で行い、スマホなどでも聞ける「FM

らら」のサイマル放送で地域情報を発信する。

地域情報放送事業

(各協定項目) 情報番組の制作

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(2)ｲ(ｱ)ＣＡＴＶ・携帯通信・ＩＴ・情報紙等を活用した共同情報提供 事業参加、協力

(2)ｲ(ｱ)ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備 事業参加、協力

(2)ｲ(ｱ)ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備 事業参加、協力

(2)ｲ(ｱ)ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備 事業参加、協力

(2)ｲ(ｱ)ＣＡＴＶ、携帯通信、情報紙等を活用した情報環境整備 事業参加、協力

H27年度実施スケジュール

CATV番組制作・放映（美濃加茂市、川辺町、八百津町、白川町） →

ＦＭラジオ制作・放送（全市町村） →

4,439人（平成27年度） 11,000人（平成31年度）

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
34,567

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）
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連携市町村

七宗町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

指　標 環境整備区域（整備区間３ｋｍ）

連携市町村

七宗町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

指　標 でか金水槽の設置数

事業名

≪重点事業≫１４－１
事業概要

コース沿いの森林環境整備やホタル繁殖による交流を

通じて、特色ある地域づくりを図る。地域づくり研究連携事業

（交流の場の提供とレッキーマラソン

コース沿いの環境整備事業）
期待される効果

地域への愛着を深め、おもてなしの心で、圏域内外と

の交流を図る。
分野 共同化

協定項目 役割分担

(1)ｴ(ｲ)飛騨川流域の観光の推進 地域づくり団体の活動支援

(各協定項目) 事業参加、協力

H27年度

地域づくり団体の活動支援 →

実施スケジュール

概算事業費(千円）
1,500

目標値（達成年度）

１km（平成27年度） ３ｋｍ（平成31年度）

事業名

≪重点事業≫１４－２ 事業概要

定住自立圏内の事業者や公共施設で、でか金魚の飼育普及を

通じて、特色ある地域づくりを図る。

地域づくり研究連携事業

（でか金を媒体にした地域づくり事業） 期待される効果

飼育を通じて、事業者や公共施設などでの情緒教育や癒しの

場を提供する。また、新たな観光資源として、交流人口の増

加を図る。

重要業績評価指標（KPI) 現状値

分野 共同化

協定項目 役割分担

(1)ｴ(ｲ)飛騨川流域の観光の推進 地域づくり団体の活動支援

(各協定項目) 事業参加、協力

H27年度実施スケジュール

地域づくり団体の活動支援 →

目標値（達成年度）

15か所（平成27年度） 23か所（平成31年度）

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
1,500

重要業績評価指標（KPI) 現状値
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連携市町村

七宗町

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

指　標 納古山の登山者数

事業名

≪重点事業≫１４－３
事業概要

魅力的な飛騨川流域を目指し、特産品開発やイベント

の開催、観光スポットづくりを行う。地域づくり研究連携事業

（「龍神さんが棲む箱庭のまち」まちづ

くり事業）
期待される効果

圏域の新たな魅力を創造することで、地域の活性化と

交流人口の増加を図る。
分野 共同化

協定項目 役割分担

(1)ｴ(ｲ)飛騨川流域の観光の推進 地域づくり団体の活動支援

(各協定項目) 事業参加、協力

H27年度

地域づくり団体の活動支援 →

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、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
1,500

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

3,025人（平成27年度） 4,015人（平成31年度）
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

7,092 7,194 7,292 7,292 35,962

指　標 休日急患診療利用者数

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

川辺町

七宗町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

1,539 2,287 1,539 1,539 8,443

指　標 ファミリー・サポート利用者数

事業名

≪継続事業≫１５
事業概要

加茂医師会、加茂歯科医師会と連携し、休日急患診療、休日

急患歯科診療を当番制で実施する。

休日急患診療事業 期待される効果

圏域内の休日等の医療体制を整え、圏域住民が安心して暮ら

せる環境を整備する。分野 医療

協定項目 役割分担

(各協定項目) 加茂医師会、加茂歯科医師会と連携して実施

(1)ｱ(ｱ)病診連携の強化 事業参加、協力

(1)ｱ(ｱ)医療の高度化と救急対応能力の向上 事業参加、協力

(1)ｱ(ｱ)病診連携の強化 事業参加、協力

(1)ｱ(ｱ)病診連携の強化 事業参加、協力

(1)ｱ(ｱ)医療の高度化と救急対応能力の向上 事業参加、協力

(1)ｱ(ｱ)医療の高度化と救急対応能力の向上 事業参加、協力

(1)ｱ(ｱ)医療の高度化と救急対応能力の向上 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

休日急患診療の実施 →

休日急患歯科診療の実施 →

概算事業費(千円）
7,092

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

3,379人（平成27年度） 3,600人（平成31年度）

期待される効果

お互いに支えあい、安心して子どもを産み育てることができ

る地域として認知される。
分野 福祉

協定項目 役割分担

事業名

≪継続事業≫１６
事業概要

子育てを手伝って欲しい人と、子育ての手伝いをしたい人が、ファミリー・

サポート・センターの会員となって、一時的な育児のお手伝いをすることに

より、地域で子育て家庭を支援する。ファミリー・サポート・センター広

域実施事業

(各協定項目) 登録事務、コーディネート、サポート会員の研修、広報

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 事業参加、協力

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 事業参加、協力

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

サポート会員の募集・研修、事業の実施、広報 →

概算事業費(千円）
1,539

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

724人（平成27年度） 760人（平成31年度）
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

389 389 389 389 2,194

指　標 ホームページアクセス数

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

780 760 780 780 3,860

指　標 作業療法士の共同派遣回数

事業名

≪継続事業≫１７
事業概要

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、福祉施設等の総合ホームページを運営する。（平成

25年3月に開設）

エリアサービスマップ事業 期待される効果

圏域の福祉・医療サービスの事業所情報が素早く検索で

き、圏域住民が安心して生活できる分野 福祉

協定項目 役割分担

(各協定項目) ホームページの運営、管理

(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

(1)ｲ(ｲ)高齢化社会に強い圏域の形成 事業参加、協力

(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

(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

(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

(1)ｲ(ｲ)高齢化社会に強い圏域の形成 事業参加、協力

(1)ｲ(ｲ)高齢化社会に強い圏域の形成 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

ホームページの運営・管理 →

概算事業費(千円）
638

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

22,325件（平成27年度） 26,000件（平成31年度）

期待される効果

圏域の指導員のスキルアップにより、その子にあったアプローチ

を実施し、理解、ことば、運動、社会性などにおいて、より良い

発達を促す。
分野 福祉

協定項目 役割分担

事業名

≪継続事業≫１８
事業概要

心身に障がいのある子どもの療育に従事する職員の合同研修会や

交流を通じて、療育に関する知識を向上し、圏域内の幼児療育の

充実を図る。
幼児療育支援事業

(各協定項目) 合同研修会の開催、作業療法士共同派遣の依頼

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加、作業療法士派遣の参加

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加、作業療法士派遣の参加

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加、作業療法士派遣の参加

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 合同研修会の参加

実施スケジュール H27年度

療育関係職員の合同研修会の開催 →

作業療法士の共同派遣 →

23回/年（平成27年度） 24回/年（平成31年度）

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
760

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

4,982 5,062 10,000 5,300 30,464

指　標 図書館への入館者数

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

2,288 2,409 2,288 2,288 12,081

指　標
講座受講者数

（8市町村参加）

事業名

≪継続事業≫１９
事業概要

美濃加茂市図書館と坂祝町図書室のシステムを統合し、デー

タの一元化、共同購入等により利便性の向上等につなげる。
図書システム広域利用環境の構

築事業 期待される効果

システムの統合により、身近なところで図書館を利用でき

る利便性の向上を図る。分野 教育

協定項目 役割分担

(各協定項目) システムの運営・管理、研修やイベントの開催

(1)ｳ(ｲ)公共施設の共同利用の推進 事業参加、協力

H27年度

共同システムの運営・管理 →

実施スケジュール

概算事業費(千円）
5,120

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

214,073人（平成27年度） 235,000人（平成30年度）

事業名

≪継続事業≫２０
事業概要

情報誌とホームページを活用した生涯学習情報を提供し、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

向上を図る。

生涯学習機会の充実 期待される効果

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、学習を通じた圏域住民の交流が促進され

る。
分野 教育

協定項目 役割分担

(各協定項目) 生涯学習情報誌の発行、ホームページの運営・管理

(1)ｳ(ｲ)公共施設の共同利用の推進 事業参加、協力

事業参加、協力

(2)ｳ(ｱ) 公共施設の共同利用の推進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｲ)公共施設の共同利用の推進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｱ)公共施設の共同利用の推進 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、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
2,808

重要業績評価指標（KPI) 現状値

研修やイベントの開催 →

目標値（達成年度）

2,014人（平成27年度） 2,100人（平成31年度）

H27年度

→

→

実施スケジュール

生涯学習情報誌の発行

生涯学習ホームページの運営・管理

(1)ｳ(ｱ)公共施設の共同利用の推進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｱ)公共施設の共同利用の推進 事業参加、協力

(1)ｳ(ｱ)公共施設の共同利用の推進
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

川辺町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

1,505 1,505 1,505 1,505 7,525

指　標 外国人定住率

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

3,067 3,020 3,067 3,067 14,955

指　標
のぞみ教室に在籍した児童が小学校

に編入後、小学校を卒業する割合

事業名

≪継続事業≫２１－１
事業概要

定住を望む外国人住民を対象に、日本の社会ルール・文

化・日本語の学習などの支援を行う。圏域外国人住民の定住環境整備

（外国人地域定住化促進プラットフォーム事

業）

期待される効果

圏域内外国人が日本語や日本文化を学ぶことで、日本語コミュニ

ケーション能力を向上し、就学、就労の機会の創出を図る。分野 教育

協定項目 役割分担

(各協定項目) 日本語講座の開講、生活支援等

(2)ｳ(ｱ)多文化共生の推進 事業参加、協力

(2)ｳ(ｲ)多文化共生の推進 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

日本語講座の開講 →

生活支援 →

概算事業費(千円）
1,505

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

83％（平成27年度） 70％（平成31年度）

期待される効果

義務教育年齢の外国人児童生徒の不就学の解消

分野 教育

協定項目 役割分担

事業名

≪継続事業≫２１－２
事業概要

外国人児童生徒を対象に「のぞみ教室」を開講し、日本の学

校生活に必要な日本語や日本の文化、生活様式の基礎を教え

る。圏域外国人住民の定住環境整備

（外国人児童生徒就学促進事業）

(各協定項目) 外国人児童生徒就学支援学級の実施

(1)ｳ(ｱ)外国籍児童・生徒に対する教育環境の整備 事業参加、協力

(1)ｳ(ｳ)外国人の子どもに対する教育環境の整備 事業参加、協力

(1)ｳ(ｳ)外国人の子どもに対する教育環境の整備 事業参加、協力

(1)ｲ(ｱ)子育て支援サービスの強化 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

外国人児童生徒就学支援学級の実施 →

平成29年度から捕捉 95％（平成31年度）

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
2,734

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

467 567 467 467 2,435

指　標
企画事業参加者の男女共同参画に

対する認知度

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

3,406 3,406 3,406 3,406 17,030

指　標 年度ごとの相談事案の解決率

事業名

≪継続事業≫ 事業概要

22-2 男女共同参画社会を実現するために、研修会等を共同で開

催し、圏域の人づくりを行う。
合同研修・人材交流事業

（男女共同参画推進事業）
期待される効果

男性・女性が互いを認めあう男女共同参画意識の向上を図

る。分野 人材育成

協定項目 役割分担

(各協定項目) 研修会、講演会等の企画、運営

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

男女共同参画推進事業の実施 →

概算事業費(千円）
467

目標値（達成年度）

平成29年度より捕捉開始 75％（平成31年度）

事業名

≪継続事業≫ 事業概要

23-1 顧問弁護士を共同設置し、法律問題及び訴訟に関する事項

について、日常的に指導及び助言を受ける。

外部人材の確保及び活用事業

（顧問弁護士の活用）

重要業績評価指標（KPI) 現状値

期待される効果

業務に関する法律的紛争を未然に防止し、円滑な行政運営

を図る。分野 人材確保

協定項目 役割分担

(各協定項目) 顧問弁護士の設置

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

顧問弁護士の設置 →

100％（平成27年度） 80％（平成31年度）

（注）事業費は、毎年度の予算により定めます。参考として、現時点での見込額を記載しています。

概算事業費(千円）
3,406

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）
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連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

合　計

956 1,194 1,194 1,194 5,446

指　標 消費生活相談件数

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→ → → →

→ → → →

合　計

11,703 5,993 4,000 4,000 37,472

指　標 事業参加後の活動継続団体数

事業名

≪継続事業≫２３－２
事業概要

消費生活相談室を共同設置し、消費者の立場に立った相談

業務と情報の提供を図る。
外部人材の確保及び活用事業

（消費生活事業）
期待される効果

住民の消費生活トラブルに対する悩みを解決し、安心して

生活が送れる。分野 人材確保

協定項目 役割分担

(各協定項目) 消費生活相談室の設置

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

消費生活相談室の設置 →

概算事業費(千円）
908

目標値（達成年度）

303件（平成27年度） 360件（平成31年度）

事業名

≪継続事業≫２５
事業概要

地域の課題解決に取り組む事業に対して補助金を交付する。

また、事業実施団体への相談やアドバイスを中小企業診断士

が行う。みのかもつながる力創造事業 期待される効果

重要業績評価指標（KPI) 現状値

地域の人々とつながり、協力してまちづくりを進める団

体、事業者を育成する。分野 共同化

協定項目 役割分担

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(各協定項目) 説明会・選考会・報告会の開催、アドバイザー依頼、補助

実施スケジュール H27年度

説明会・選考会・報告会の開催、補助金交付 →

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 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、現時点での見込額を記載しています。

アドバイザー依頼、相談会の実施 →

概算事業費(千円）
11,776

重要業績評価指標（KPI) 現状値 目標値（達成年度）

25団体（平成27年度） 33団体（平成31年度）
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連携市町村

東白川村

美濃加茂市

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→

合　計

6,257 0 0 0 12,784

連携市町村

美濃加茂市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→

合　計

600 0 0 0 1,200

見直しの理

由

（公財）岐阜県市町村振興協会　市町村研修センターが行う研修内容が充実してきており、各市町村の職員構

成や研修計画に応じた研修を実施することが可能であるため、事業を継続しないこととした。

概算事業費(千円）
600

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

実施スケジュール H27年度

職員合同研修会の開催 →

実施スケジュール H27年度

調査研究 →

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

役割分担

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(各協定項目) 研修会、講演会等の企画、運営

協定項目

概算事業費(千円）
6,527

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

事業名

≪継続事業≫２２－１
事業概要

圏域市町村の職員を対象とする研修会等を共同で開催するこ

とにより、専門的な知識や能力のスキルアップを図る。

合同研修・人材交流事業

（合同職員研修開催事業）
期待される効果

圏域市町村職員の交流を図るとともに、課題を共有し、圏域

職員の様々な地域課題への対応能力の向上を図る。
分野 人材育成

カードの発行に向けて、名古屋市民に対するカードの有効性を検討するために、カード利用の対象者となる名

古屋市民とサービス提供者に対する調査を実施した。調査の結果から勘案した場合に、カードの発行による圏

域への誘客効果は期待ができないと判断したことから、事業を継続して実施しないこととした。

見直しの理

由

協定項目 役割分担

カード製作

(各協定項目) 事業参加、協力

(1)ｴ(ｲ)圏域の特色を活かした観光の推進 調査研究、カード製作

見直しを行った事業

事業名

≪重点事業≫１１
事業概要

名古屋圏域の住民を顧客として、利用特典カードを発

行し、圏域の観光産業活性化を図る。

Ｒ４１カード事業 期待される効果

東白川村と美濃加茂市の各施設を訪れる顧客に対し、

利用特典と相互の情報を提供し、新規顧客の開拓、圏

域内での滞在と消費を生ませる。
分野 産業振興
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連携市町村

美濃加茂市

七宗町

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

→

→
合　計

2,722 0 0 0 5,444

見直しを行った事業

(各協定項目) 公共施設予約サービスｼｽﾃﾑ、メール配信サービスｼｽﾃﾑの運営・管理

(3)ｳ(ｱ)行政事務の効率運用 事業参加、協力

事業名

≪継続事業≫２４
事業概要

公共施設予約サービスシステムやメール配信サービスシステムなど

電算システムの共同利用により、住民サービスの向上等を推進す

る。
電算システムの共同利用事業 期待される効果

インターネットを通じた施設予約により施設利用者の利便性を高め

る。また、緊急情報やイベント情報を発信し、住民サービスを向上

を図る。
分野 共同化

役割分担

見直しの理

由

美濃加茂市と七宗町の１市１町でシステムを構築したが、その効果は限定的であり、七宗町では、従来の方法

による施設予約をすることで、住民は充足しており、今後も利用の促進が見込めないため、事業を継続しない

こととした。

概算事業費(千円）
2,722

→

協定項目

実施スケジュール H27年度

公共施設予約サービスシステムの運営・管理 →

メール配信サービスシステムの運営・管理

23



１ 総務省定住自立圏構想

２ 中心市宣言

３ 定住自立圏形成協定

　平成２１年１０月２６日 美濃加茂市と坂祝町と締結

　平成２２年９月３０日 美濃加茂市と川辺町と締結

　平成２３年３月２８日 美濃加茂市と富加町及び七宗町と締結

　平成２３年９月２９日 美濃加茂市と白川町と締結

　平成２３年１２月２２日 美濃加茂市と八百津町及び東白川村と締結

４ みのかも定住自立圏（第１次）共生ビジョン策定

　みのかも定住自立圏（第１次）共生ビジョン策定の経緯は次のとおりです。

　平成２２年５月１０日 みのかも定住自立圏（第１次）共生ビジョン策定（坂祝町参加）

　平成２３年５月２３日 第１回変更（川辺町参加）

　平成２３年１１月１日 第２回変更（富加町・七宗町参加）

　平成２４年４月２日　 第３回変更（白川町・八百津町・東白川村参加）

　平成２５年４月２４日 第４回変更

　平成２６年４月１日 第５回変更

５ みのかも定住自立圏第２次共生ビジョン策定

　平成２７年４月１日 みのかも定住自立圏第２次共生ビジョン策定

　平成２７年１０月１日 第１回変更

　平成２８年４月１日 第２回変更

　平成２９年４月１日 第３回変更

　定住自立圏は、平成２０年６月２７日閣議決定の「経済財政改革の基本方針２００８」に

明記された総務省の施策です。

　少子化・高齢化が急速に進行し、平成１７年から平成４７年までの３０年間で、約４０％

人口が減少、高齢者人口は約４５％増加すると見込まれています。

　定住自立圏構想は、このような状況を踏まえ、地方の魅力あるまちを創造し、地方圏から

都市圏への人口流出を食い止めようというものです。

　一定の要件を満たす「中心市」が「中心市宣言」により圏域の中心的な役割を担う意思を

表明します。美濃加茂市は、平成２１年３月２４日に行いました。

　住民生活等において密接な関係となる周辺の町村との間で、議会の議決を経た後に、１対

１で「定住自立圏形成協定」を締結しました。協定の締結の経緯は次のとおりです。

　美濃加茂市は、共生ビジョン懇談会での検討を経て、連携町村との協議の上、「（第１

次）共生ビジョン」を策定しました。

みのかも定住自立圏のあゆみ 
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みのかも定住自立圏第２次共生ビジョン

（第３回変更）

かも丸 かも美 

みのかも定住自立圏マスコットキャラクター 


