
○御嵩町総合戦略に向けた各課事業提案一覧

課・室名 事業名 事業の概要

1 企画課 観光デマンドタクシー運行事業 御嵩町、可児市、八百津町を周遊する予約型の観光デマンドタクシーの運行による交流人口、来訪者の増を推進する。

2 企画課 みたけまるごと鉄道博物館事業 鉄道がある町を活かして、地域内を一つの鉄道博物館と見立て、ＩＴや地域資源と結びつけた体験型プログラムの構築

3 企画課 みたけかるた作成事業
御嵩ならではの風景や自然、史跡、人など“地域の宝”を読み札にした地域かるたを作成。特に子どもたちにふるさとの魅力を知っ

てもらうなど郷土愛の醸成につなげるとともに、魅力を再発見する機会とする。（第五次総合計画概要版としての機能）

4 企画課 移住交流・子育て支援包括ポータルサイト構築事業
空き家バンクや移住交流に関する情報、子育て支援（助成内容、公園、相談窓口、親子で楽しめるイベント情報）などを包括する

ポータルサイトを構築

5 企画課 空き家活用リフォーム費用補助事業 移住者が空き家に住むため改修等を行う場合にその費用の一部を補助する

6 企画課 移住定住ＰＲ促進事業（ガイドブック等の作成） 県外などの人に対して御嵩町の日々の暮らしや環境、教育などをわかりやすく伝えるガイドブックを作成

7 企画課 公共交通利用促進事業 乗り方ガイド、路線マップ、時刻表など分かりやすく視覚的なものを作成

8 企画課 地域みらい大学の開催【基礎交付分として実施中】 移住交流人口、訪問者拡大に向けた地域活動を行う地域人材の育成。

9 企画課
御嵩町人口ビジョン・総合戦略策定事業

【基礎交付分として実施中】
御嵩町人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定

10 企画課 町ホームページリニューアル事業 町のホームページのデザインを一新し、魅力ある情報発信媒体とする。スマートフォン対応。

11 総務防災課 エコモデル町営住宅整備事業 バイオマス発電や再生可能エネルギーを活用したエコな町営住宅を整備。新婚や子育て世代の入居を促進・優遇

12 総務防災課 本庁舎整備事業 新しい公共空間の創出等まちづくりと一体となった本庁舎整備。施設の複合化、民間企業への間貸し等PPP、PFIなども検討

13 総務防災課 防災コミュニティ複合施設Wifi整備事業 上之郷の防災コミュニティ施設においてwi-fi環境を整備する

14 まちづくり課 みたけビジネスプランコンテスト事業
御嵩町を舞台にしたビジネスのコンテストを実施。優秀プランに対して、補助金や創業に向けたバックアップをし、町内経済の活

性化を目指す

15 まちづくり課 みたけ定住促進婚活事業
町内在住・在勤者（工業団地など）を対象にした婚活事業。結婚成立カップルには、町内住宅地購入補助（50万円）や住宅ローン

利子補給など実施。

16 まちづくり課 願興寺牡丹回廊づくり事業 外部講師と大学生、地域住民、地元高校生によるワークショップを実施。境内牡丹植栽プランを策定し、手作りの植栽活動を展開

17 まちづくり課 観光及び災害用フリーwi-fi活用・整備事業 観光客や災害時の情報提供インフラとしてwi-fiを整備するもの

18 まちづくり課 みたけMICE誘致事業 MICEを御嵩町に誘致し、地域経済の活性化、観光地としてのPR行う。

資料３－３ 

（両面印刷） 1



○御嵩町総合戦略に向けた各課事業提案一覧

課・室名 事業名 事業の概要

資料３－３ 

19 まちづくり課 御嵩広域DMO公社設立事業 DMO公社を設立し、観光情報などのワンストップ窓口、ブランド確立、マーケティングを実施

20 まちづくり課 工業用地の開発可能用地調査事業 新たな工業団地開発用地を推進するため、開発の可能性が高い候補地について調査を実施

21 まちづくり課 民宿・民泊推進事業
御嶽宿周辺の空き家を改修し、宿泊体験、カフェ、特産品販売などを行うとともに、エコリフォームした省エネ住宅モデルとして

も活用する

22 まちづくり課 起業家育成促進事業 起業家のビジネスプランに対する補助、空き家活用助成、ＩＴベンチャーのサテライトオフィスの促進を図る

23 まちづくり課 外国人訪問者促進事業 外国語対応のホームページや外国語表記案内板の設置、観光パンフレットの作成等

24 まちづくり課 御嵩町特産品みたけのええもん販路開拓推進事業 特産品のブランド力を高めるため、みたけのええもんのロゴ刷新、パッケージデザイン、販促ポスターなどの作成

25
環境モデル都

市推進室
ＩＣＴ活用による環境教育推進事業 環境教育推進教職員（2名）の配置・環境教育プログラムの作成、タブレット端末配備等

26
環境モデル都

市推進室
自立分散型エネルギーシステム構築事業 再生可能エネルギー設備の導入推進計画の策定

27
環境モデル都

市推進室
再生可能エネルギー活用検討基礎調査事業 木質バイオマスの活用検討のための基礎調査等の実施

28
亜炭鉱廃坑対

策室
亜炭鉱廃坑対策調査研究支援事業

大学や民間企業等から自由な調査研究提案を受け、調査費用の一部を助成する。同時に安全確保のための調査口の整備工事を実施

する。

29
亜炭鉱廃坑対

策室
亜炭鉱ハザードマップ作成事業 南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災モデル事業や国道の・県道の地質調査尾等を整理し、新たな亜炭鉱ハザードマップ作製を行う

30 住民環境課 ペットの飼い方講座 適正な飼養に関する講座の開催。ペットにやさしいまちづくりを目指すもの

31 住民環境課 飼い犬・飼い猫日に手術費補助事業 捨て犬、捨て猫の防止策の一環として、避妊手術等に対して補助する

32 住民環境課 独居老人等宅に対するゴミ個別収集支援事業 ゴミ出しが困難な世帯に対し、月2回ごみの個別収集を行うもの

33 住民環境課 剪定枝葉・草分別収集事業 各地区月1回、各家庭で出た庭木剪定ゴミを拠点回収する

34 保険長寿課 各種検診受診率の向上 健診を受診しやすい日程での実施

35 保険長寿課 高齢者生きがい活動支援事業
健康教室やセミナーの開催など閉じこもり予防事業や認知症サロン教室の開催等、介護予防を推進するとともに、地域の交流拠点

となるような活動支援を行う

36 保険長寿課 送迎配達店舗ガイド　らくだネット 買い物の交通手段のない方への送迎ボランティアの育成や配達、送迎協力事業者への助成金制度の創設

37 保険長寿課 御嵩町徘徊高齢者SOSネットワーク事業
認知症等により行方不明となった場合に、公的機関や病院、民間事業所、個人等と連携して早期発見につなげるネットワークの構

築
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38 保険長寿課 在宅医療・介護連携推進事業 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築

39 保険長寿課 高齢者シルバー人材センターの活用
高齢者ボランティア育成事業、シルバー人材センターの活用により、生活支援等を地域で行う地域の支え合い体制づくりを行うも

の

40 保険長寿課 各種検診受診率の向上 健診を受診しやすい日程での実施

41 福祉課 時間外保育の充実 長時間保育、一時保育、休日保育の充実

42 福祉課 子育て短期支援事業（ショートステイ） きめ細やかな対応ができるよう保護者が養育できないとき、一時的に児童養護施設等で保護する体制づくり

43 福祉課 子どもの記念日お祝い事業 誕生記念、1歳記念、入園記念、入学金などの節目に町からのお祝いとして記念品等をプレゼントする。

44 福祉課 木育推進事業 保育園において木製教材を活用した学習会などの開催

45 福祉課 保育士の資質向上、人事交流事業 公立保育園と私立保育園、幼稚園教諭と保育士などとの人事交流の実施

46 福祉課 子ども食育充実事業 食育推進計画等の策定、保育園への専属管理栄養士の配置、相談窓口・講座の実施

47 福祉課 プレ健康診査事業 プレ健康診査の対象を30～39歳から20～39歳として、生活習慣病の予防を推進する

48 福祉課 8020歯科検診事業 20～70の5歳刻みの方を対象に歯周病検診などを実施。齲歯・歯周病予防を推進する

49 福祉課 子どもの発達相談窓口・支援体制構築事業 相談研修会の実施、相談窓口の開設、臨床発達心理士の配置による子どもの発達の支援体制を構築していく

50 福祉課 食生活啓発推進事業 学校などを巡回し朝食を大切さのＰＲや簡単朝食メニューの紹介、出前講座、調理実習などを実施

51 福祉課 禁煙による健康増進支援事業 喫煙者に対する相談会や継続的な支援を実施し、喫煙率の減少、健康増進を推進する。

52 福祉課 親子でふれあい歯磨き推進事業 歯科衛生士による歯磨き指導やリーフレットなどを作成し、親子でふれあいながらの歯磨きを推進する

53 福祉課 障がい者施設設置支援事業 ＮＰＯ等が障がい者グループホームを設置する場合に施設整備費の一部を補助する

54 福祉課 障がい者就労支援事業及び児童発達支援事業 町内企業で働ける仕組みづくり、資源開発、児童発達支援事業に関する相談機関の構築
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55 福祉課 地域福祉トータルサポート相談窓口事業
児童、高齢者、子育て、保健、障がい、などをワンストップで受け付ける窓口の開設。専門職などを開設し必要な機関へつなぎ安

心して暮らせるまちづくりを目指す

56 福祉課 地域福祉力の向上に向けた専門員支援事業 社会福祉協議会等が福祉活動専門員の配置をする際の人件費を助成する

57 建設課 公共下水道（雨水整備）事業 公共下水事業として雨水対策としての整備を実施

58 農林課 みたけの森環境整備事業 みたけの森のトイレを汲み取り式から合併浄化槽による水洗化をはかる

59 農林課 森林経営信託事業の検証及び見直し 森林経営信託の計画区域、事業内容の検証、拡張区域の検証などを行い、継続的な事業運営につなげる

60 農林課 企業による森づくり活動促進事業 森林保全を推進するため、民間企業と進める森づくり活動を充実促進させる

61 農林課 農業六次産業化推進事業 みたけ味噌の販路拡大を継続的な事業運営を図るため、経営やマーケティング等の専門家を招へいし、人材育成を進める

62 農林課 農業担い手育成事業 農業と農地保全のため、農業の担い手育成を推進する

63 上下水道課 汚水処理施設の整備推進事業
快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図り、水環境の健全化を図るため、下水道事業の推進と合併浄化槽の普及促進のための

補助制度の拡充を行う。

64 上下水道課 水道未普及地域解消事業 上之郷地内における水道未普及地域の解消を図り、安心して暮らせる地域づくりを進める

65 上下水道課 水道水の安定供給と水道施設の合理化・耐震化 水道施設の老朽化対策（更新、見直し等）や統廃合を検討し、安定的な供給体制を構築する

66 生涯学習課 公民館活動の推進 地域子ども教室の充実、各種団体の活動支援などを通して地域人材の育成を推進する

67 生涯学習課 家庭教育力向上事業 0～15歳までの子を持つ保護者の学びの場づくりやボランティアの育成による子育て環境、家庭教育力の向上を図る

68 生涯学習課 文化・伝統継承記録ＤＶＤ作成事業 御嵩薬師祭礼の記録を映像に残し、地域文化や伝統の継承、郷土愛を深める

69 生涯学習課 障がい者スポーツ推進事業 誰もが楽しめるスポーツメニューの充実を図り、スポーツ人口の向上や健康の増進を図る

70 生涯学習課 水上スポーツ教室運営事業 Ｂ＆Ｇ海洋センタープールや学校プールを活用し、カヌー教室やＯＰヨット教室を実施、アスリートの実技研修会の実施など

71 学校教育課 コミュニティスクール推進事業 学校と地域との連携、学校行事の支援等、学校教育活動の充実をはかるため、学校運営支援員を配置する

72 学校教育課 ＩＣＴ教育の充実 タブレット端末を導入し、ICT教育の充実を図る

73 学校教育課 外国語教育推進事業 民間事業者と連携し、外国語指導助手の配置など外国語教育の充実を図る
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