新施策体系の検討

資料５
交付金の状況

基 本 目標 １
業をおこす

現計画の事業

事業の検討

元気 な 産

施策 １ Ｉｏ Ｔ 、Ａ Ｉ
等を 活用 した 新 産業 創
出

・Ｈ30 交付金５みんなのみたけファンディング
活用事業

・3-1-1
化

地域経済活力向上と企業支援機能の強

・Ｈ28 加速化交付金 みんなのみたけファンデ
ィング活用サイト構築・運営事業

・3-1-2 企業誘致と町外流出の防止

事業

ＫＰＩ検討案

○＝継続案

○＝継続案

○＝継続案

☆＝新規・変更案

☆＝新規事業案

☆＝変更・新規案

☆事業１
強化

KIGYOU(企業・起業)支援の

○企業誘致

○本社機能を移転した企業数

○企業支援

☆研修事業への参加者数

☆事業２

新産業を担う人材の育成

○企業団地の開発可能性調査

☆起業支援により起業した企業数

☆ＩＴ人材の起業支援

☆雇用確保への満足度

○農業６次産業化推進事業

○新規就農者数

☆事業２ 「みたけのええもん」等特
産品の販路拡大

○農業担い手育成事業

☆営農法人や農事組合法人による
施業集約化面積

○事業３ 地域の農業を支える人材の
確保と育成

☆特産品販路拡大事業

・Ｈ29～Ｒ１交付金１「みらいのみたけ人」育
成推進事業
・Ｈ28 加速化交付金 外部人材活用事業（ロボ
ット、プログラミング）
施策 ２ 農林 産 品等 の
資源 を生 かし た ブラ ン
ド開発・交流

施策 ３ 新産 業 分野 の
人材 育成 のた め のキ ャ
リア教育

・Ｈ30 交付金４みたけのええもん雇用創出事業
・(再)Ｈ29～Ｒ１交付金１「みらいのみたけ
人」育成事業

・3-2-2 地域の農業を支える人材の育成・確保

・Ｈ28 加速化交付金

農業体験活動事業

・3-2-3 農業６次産業化の推進

・Ｈ28 加速化交付金

特産品販売促進事業

・Ｈ28 加速化交付金
事業

舳五山茶ブラシュアップ

・4-2-2 地域消費拡大に向けた「みたけのええ
もん」等地域資源の活用

・Ｈ28 加速化交付金
事業

東濃実業高校協働・連携

・Ｈ30 交付金２地域課題解決型キャリア教育事
業（Ｈ28 加速化交付金）

・3-1-3 地域経済を支える人材の育成・確保

・Ｈ30 交付金７ＩＴプログラミング人材育成事
業
・Ｈ28 加速化交付金
校）

施策 ４ 着地 型 ・ 体 験
型の観光交流の推進

・1-5-1 地元食材、農産物を活かしたまちづく
りの推進

○事業１

農業６次産業化の推進

○地産地消推進事業

☆「みたけのええもん」認定品の
売上額
☆インターネットを通じた「みた
けのええもん」認定品の売上額

☆事業１ 「みたけ」で就労する人材
の確保と育成

○キャリア教育事業
○ＩＴ人材育成事業

○工業団地における町内居住従業
員率

☆事業２

☆ＡＩ、ＩＴ系人材による研
修事業

☆東濃高校生、東濃実業高校生の
就職者のうち町内就職率

○観光入込客数

ＩＣＴ教育の推進

ＩＣＴ活用事業（小中学

・Ｒ１～交付金２武将と歴史街道を核とした広
域観光推進プロジェクト

・3-2-1 農業の未来につながる取り組みの推進
（滞在型農業体験）

☆事業１ 大河ドラマ「麒麟がくる」
を契機とした観光誘客

○観光プロモーション促進事
業

・4-2-1 国内外からの観光誘客

○事業２

中山道の宿場町等の再生

○古民家活用拠点整備事業

○古民家を活用した交流拠点施設
数

・4-2-3 中山道の宿場町等の再生

☆事業３

滞在型農業体験の推進

☆可児才蔵「武功伝承」事業

○御嶽宿わいわい館の入館者数

☆戦国武将の語り部育成事業

☆観光振興への満足度

・ 4-2-4 観光 及び災害用フリ ーＷｉ－Ｆｉ 活
用・整備の推進
基 本 目標 ２ 環境 ま ち
づ く りで 持続 性を 高 め
る
施策 １ エネ ル ギー の
需給と循環利用

・1-2-1 再生可能エネルギーを活用した環境に
優しい住まいの推進

○事業１ 再生可能エネルギーを活用
した地域の拠点づくり

○公共施設への再生可能エネ
ルギー等導入事業

○太陽光発電設置世帯数

・1-2-2 再生可能エネルギー等の活用に向けた
調査研究

☆事業２ 木材を活用した再生可能エ
ネルギーの推進

○次世代自動車等の普及促進
事業

☆木質バイオマス設備への木材使
用量

・1-2-3 再生可能エネルギーを活用した地域の
拠点づくり

○事業３

○災害時における地域支援条
件付き太陽光設置支援事業

・1-4-2 次世代自動車等の普及促進
・1-4-3
推進

自転車を活用したエコなまちづくりの

・1-5-2

環境整備と共に進める災害時における
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次世代自動車等の普及促進

○事業４ 環境整備と共に進める災害
時における地域の助け合い体制づく
り

☆公共施設へ木質バイオマス
活用システム導入事業

☆木質バイオマス導入施設数

地域の助け合いの体制づくり
・1-5-3 未利用エネルギーの有効活用の促進
施策 ２ 自然 環 境の 保
全と活用

・1-1-1 豊かな自然保全に対する理解促進
・1-3-1 地域住民による森林保全活動の推進と
普及啓発
・1-3-2 多様な主体と協働の森づくりの推進
・1-3-3 持続可能な森林経営の強化・拡大

施策 ３ 環境 意 識の 向
上と 環境 教育 の 一層 の
推進

・Ｈ30 交付金６外部人材招聘事業
・Ｈ30 交付金８環境モデル都市を進める人づく
り・場づくり
・（再）Ｈ29～Ｒ１交付金１みらいのみたけ
人」育成事業

施策 ４
出

☆事業１ 地域住民による農地や森林
の保全推進と普及啓発

○企業や森林ボランティアに
よる森づくり事業

☆事業２
理の推進

農地や森林の適正な維持管

○森林経営信託拡張事業

○事業３
と拡大

持続可能な森林経営の強化

☆農地・森林保全活動推進事
業

豊かな自然保全に対する理

・1-1-2
進

地域が主体となった環境教育活動の推

○事業１
解促進

・1-1-3
深化

環境施策先進自治体との交流・連携の

○事業２ 地域が主体となった環境教
育活動の推進

○地域住民による里山保全活動数
☆農地・森林の適正管理発出件数
☆信託契約を核とした森林整備面
積
☆森林経営計画樹立面積

☆農地・森林の適正管理事業

☆森林利用の意向調査実施件数

○ぎふ・みたけの木育推進事
業

○環境学習講座の参加人数

○環境教育推進事業

☆ぎふ木育ひろば来場者数

☆ＳＤＧｓ普及啓発事業

☆環境モデル都市施策への満足度

○子どもの発達支援推進事業

○子育て支援施策への満足度

○保育の充実促進事業

☆ぽっぽかん来場者数

☆ＳＤＧｓ研修参加人数

☆事業３ 持続可能な開発（ＳＤＧ
ｓ）の普及啓発

環境 産 業の 創

☆事業１
発の支援

企業による環境保全商品開

☆事業２ 環境教育等のコーディネー
ターの確保と育成
基 本 目標 ３ 暮ら し や
すいきずなをつくる
施策 １ 安心 し て 子 育
てしやすい環境づくり

・2-1-1 幼児期の保育の充実や食育等の推進

☆事業１
進

「切れ目のない支援」の推

・2-1-2 子どもの発達支援の推進
・2-1-3 妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減

○事業２

多様な保育サービスの充実

○子育て短期支援事業

☆乳幼児健診受診率

・2-4-1 緊急一時的に利用できる保育サービス
の充実

☆事業３

保育の担い手の確保と育成

○ファミリーサポート事業

☆ファミリーサポート相互支援回
数

☆子育て世代包括支援事業

・2-4-2 多様な保育サービスの充実

施策 ２ 地域 を 担う 人
材の育成と活用

☆保育士確保

☆ファミリーサポートサポート会
員数

○事業１ 多様な連携と地域に根差し
たふるさと教育の充実

○キャリア教育事業

○学校教育施策に対する満足率

○ＩＴ人材育成事業

☆小規模特認校制度利用生徒数

○事業２ グローバル社会に対応した
教育の充実

○外国語教育等推進事業

☆大学のサテライト研究室・ゼミ
誘致数

☆保育園・児童館整備事業

・Ｈ30 交付金１みたけ創生みらいの人材育成協
議会等運営事業（Ｈ28 加速化交付金 協議会
設立）

・2-2-1 グローバル社会に対応した教育の充実

・（再）Ｈ29～Ｒ１交付金１みらいのみたけ
人」育成事業

・2-3-1 多様な連携と地域に根差したふるさと
教育の充実

・Ｈ30 交付金９宿場まち人材育成事業

・2-3-2 青少年の健全育成、非行防止等の推進
事業

・2-2-2 地域の未来を担う人材の育成
・2-2-3 地域に根差した学校運営と教育の推進

☆事業３ 地域資源を活かした学校運
営と教育の推進

○コミュニティスクール推進
事業
☆大学のサテライト研究室・
ゼミの誘致

・2-4-3 男女が共に活躍できる地域づくり
施策 ３ 移住 促 進、 ２
地域居住等による定
住・関係人口の創出

施策４ 暮らしの安
全・安心の確保

・Ｒ１～交付金３わくわく地方生活実現政策パ
ッケージにおける移住促進事業

・4-1-1 移住定住の促進

○事業１

移住定住の推進

○移住定住ＰＲ促進事業

○移住者数

・4-1-2 空き家等対策の推進

○事業２

空き家等対策の推進

○東京圏からの移住促進事業

・4-1-3 非婚化・晩婚化への対策

☆事業３ 「みたけを愛する人」「み
たけに関わりたい人」の創出

○空き家等住宅活用推進事業

○移住交流・子育て支援ポータル
サイトアクセス数

☆クラウドファンディング支
援事業

○東京圏からの移住件数

☆事業１
進

安心・安全な庁舎建設の推

☆新庁舎等整備事業

○亜炭鉱廃坑対策への満足度

○亜炭鉱廃坑対策防災事業

○防災体制への満足度

亜炭鉱廃坑・防災対策の推

○消防団確保、地域防災人材
育成事業

○認知症サロン開設数

・5-1-3 地域防災人材の育成

○事業２
進

・5-2-1 医療と福祉の充実・連携

○事業３

地域防災人材の育成

○地域の支え合いボランティ

・5-1-2 亜炭廃坑対策防災事業
・5-1-1 地域の防災力の強化と地域コミュニテ
ィの活性化
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☆防災リーダーが存在する自治会
数

・5-2-2 地域における支え合い活動の推進

○事業４

医療と福祉の充実・連携

アポイント事業

・5-3-3 高齢者の経験や知識、活力を活かした
地域活力の創出

○事業５
の推進

地域における支え合い活動

☆みたけ健康ポイント事業
☆介護予防事業

○事業６ 高齢者の経験や知識を活か
した地域活力の創出

☆生活支援体制整備事業に基づく
第２層協議体数
☆ちょこっと支え合いサポーター
活動者数
☆げんきボランティア 65 登録者数
☆みたけ健康ポイント応募件数

基 本 目標 ４ 興味 深 い
みたけを創出する
施策 １ 公共 交 通 を 活
かしたまちづくり

・Ｈ30 交付金３御嵩あかでんランド開催補助事
業
・Ｈ28 加速化交付金
事業

施策 ２ 興味 深 い 取 組
みへの支援
施策 ３ 外部 人 材の 登
用で興味を惹くまちに

施策 ４ みた け の 興 味
深い 「こ と」 づ くり と
情報発信

・1-4-1 地域公共交通ネットワークの充実と利
用の促進

まちまるごと鉄道博物館

・（再）Ｈ28 加速化交付金 みんなのみたけフ
ァンディング活用サイト構築・運営事業
・（再）Ｈ30 交付金６外部人材招聘事業

・(再)Ｈ28 加速化交付金
種イベント）

○事業１ 地域公共交通ネットワーク
の充実と利用の促進

☆公共交通利用促進事業

○自主運行バス利用者数

☆地域公共交通網形成事業

☆事業２ 「あかでん」を活用したま
ちづくりの推進

☆協議会支援事業

☆名鉄広見線（新可児～御嵩）利
用者数（定期外）

☆事業１ 夢の実現を目指す、活力あ
る団体活動への支援

☆クラウドファンディング支
援事業

☆事業１ 外部人材の持つ町民へのス
キル・ノウハウの伝達

ＩＣＴ活用事業（各

・Ｈ28 加速化交付金 地域資源を活用した観光
誘客推進事業 12 観光プロモーション事業
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☆事業２

外部人材を関係人口に

☆事業１

みたけのシンボルの形成

☆事業２
の推進

外国人材との積極的な交流

☆事業３
なぎ”

みたけの情報発信者の“つ

☆公共交通施策への満足度
☆自走性を持った団体組織数

☆あかでんランド支援事業

☆支援事業によるクラウドファン
ディング案件公開件数

○外部人材招聘事業

☆サテライトオフィス設置件数

☆関係人口創出事業

☆関係人口主体による講座等の実
施件数

☆多世代交流の場としての新
庁舎整備

☆インフルエンサー育成講座参加
者数

☆外国人材との交流事業

☆外国人材との交流事業参加者数

☆みんなでみたけのインフル
エンサ―事業

