


































 

 

 
 

◆安⼼して⼦どもを育てる 
 

○子ども等福祉医療費助成事業 事業費 592,820 千円

 

市内に住所を有する子ども（0 歳から中学校卒業まで）の医療費を助成します。また、子

どもが重度心身障害者（身体障害者手帳 1 級～4 級等、療育手帳 A1・A2・B1、精神障

害者保健福祉手帳 1 級～3 級）、ひとり親家庭等（母子・父子家庭等の父母等及び子ども）

の場合の医療費を助成します。 

 

◎子ども・子育て支援事業 事業費 11,875 千円

 

妊娠・出産・子育てまで、切れ目のない支援を提供

するため、子ども子育て支援総合窓口「子育て世代

包括支援センター」（通称 えなっ宝ほっとステーシ

ョン）の機能を充実させます。また、病児保育事業

では働きながら安心して子育てできる環境を整備す

るため、市立恵那病院で病児保育所を開設します。 

 
◇病児保育所の開設、運営 

  ◇出産おめでとう事業 

                    ◇子育て世代包括支援センター運営 

 

○ファミリーサポートセンター事業 事業費 5,680 千円

 

子育て中の保護者を応援するため、会員同士が助け合い、育児の相互援助を目的に、会員

からの依頼による登園前の預かり及び園・学校から帰宅後の預かり、家族が外出する際の

子どもの預かりを行います。また、援助会員育成のための子育てサポーター養成講座や、

キャリアアップ研修会を開催するとともに援助活動を行う提供会員に対する補助を行い

ます。 

 
◇ファミリーサポートセンター相互援助活動補助金 

 

○放課後児童対策事業 事業費 120,907 千円

 

子育て家庭の保護者が安心して働ける環境づくりを支援するため、保護者が就労等により

昼間家庭にいない児童に対し、放課後や土曜日・長期休暇等の学校休業日に、家庭に代わ

る生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより児童の健全育成や安全の確保を

図るよう「放課後児童クラブ」を拡充します。 

 
◇放課後児童クラブ設置促進事業 

 ・武並学童クラブ（小学校内）等を整備 

 事業名(◎=新規○=継続)                        実施計画概算事業費  

平成２９年度予算における主要事業 

基本目標１ 安心して暮らす（安心） 

-16-



 

○妊娠・出産支援事業 事業費 47,788 千円

 

妊娠出産からの切れ目ない支援を行うために、妊婦健康診査受診票・妊婦歯科健診受診票

の発行、不妊治療費用の助成、産前・産後サポート事業、産後ケア事業を行います。 
 

  ◇妊娠・出産支援事業 

   ・妊婦健康診査受診券の発行、不妊治療費用の助成 

   ・産後ケア事業（宿泊型・デイケア型）（新規事業） 

   ・産前・産後サポート事業（新規事業） 

 

 

○産婦人科推進事業（企業会計） 事業費 100,000 千円

 

安心して子どもを産み育てられるように、市立恵那病院に 

産婦人科を設置し、健診や出産ができる環境を整えます。 
 

 

 

 

 

○こども園建設事業 事業費 618,832 千円

 

誰もが安心して子育てができる教育・保育サー

ビスの提供を行うため、老朽化が進む二葉こど

も園と所狭い長島こども園を閉園し、新しいこ

ども園として整備します。 

29 年度、30 年度で園舎を建設し、31 年度に

開園予定。 
 

 ◇長島地区新こども園建設事業（敷地面積 6,597 ㎡）

                        ・駐車場整備設計業務 

                        ・建設工事施工監理業務 

                        ・建設工事 

                        ・土地購入 

 

○教育・保育施設支援事業 事業費 152,030 千円

 

子ども・子育て新制度に則した私立保育園 2 園に対して、国の定めた公定価格に基づ

く保育委託料により運営を支援するとともに、0 歳児から 2 歳児の低年齢児保育促進

事業実施に対する助成を行います。また、認可外保育施設の施設運営者に対して、運営

費及び利用者の保育料の一部を補助します。 
  

◇事業所内保育事業調査委託（新規） 

◇低年齢児保育促進事業補助金 
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◆安⼼して働ける 
 

○労働対策事業 事業費 51,900 千円

 

市内企業で若者や女性が安心して働ける環境を整備します。また、U ターンの促進や勤

労者のための住宅・生活資金貸付事業等を行います。 

 
◇恵那市雇用対策協議会、ジョイセブンへの支援 

◇U ターン就労者支援事業 

◇勤労者住宅・生活資金預託金 

 

 

○企業誘致推進事業 事業費 164,850 千円

 

雇用の場を増やすため、恵那西工業団地をはじめ、産業団地の整備を進めるなど、企業

誘致を推進します。また、既存企業の活性化のために、

再投資などへの支援を進めます。 

 
◇えなじーオフィス展開プロジェクト 

 ・地方創生推進交付金を活用し、本市ならではの付加価 

値をつけた空き家を活用したモデルサテライトオフィ 

スを整備 

◇企業等立地促進奨励金 

 

 

◆健康を維持・増進する 
 

○健幸まちづくり事業 事業費 9,634 千円

 

市民一人ひとりが健康に関心を持ち、自分に合った

健康づくりに取り組むことによって、健やかで幸せ

な生活を送ることができるように、創る健康事業

（運動・スポーツ・食生活の向上）を推進します。 

 
  ◇健幸ポイント事業 

  ◇健幸食べるプロジェクト事業 

 

 

 

 

○特定健康診査等事業 事業費 71,586 千円

 

生活習慣病を予防するため、保健推進事業（一般会計）と連携しながら、特定健診・す

こやか健診による保健指導を推進します。 

※特定健診（40-74 歳）、すこやか健診（75 歳（一定の障がいがあると認定された方

は 65 歳）以上の方） 
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○保健推進事業 事業費 6,365 千円

 

生活習慣病を予防するため、特定健康診査等事業（特

別会計）と連携しながら、若年層からの保健指導を推

進します。また、重傷化のおそれのある方へ個別の支

援を行います。 

 
◇若年層健診（18-39 歳） 

◇訪問指導、健康相談、健康教育の実施 

 

 

○がん検診事業 事業費 27,115 千円

 

がんの予防及び早期発見・早期治療の推進を図ります。また、がん予防のための正しい

知識の普及や、早期発見・早期治療のためのがん(胃・肺・大腸・前立腺・子宮・乳）検

診を実施します。 

 

◇がん検診推進事業 

 ・クーポン券発行よるがん健診の普及 

 ・各地域巡回によるがん検診の実施 

 

 

 

◆⽇々の暮らしを守る 
 

○高齢者活躍支援事業 事業費 26,997 千円

 

高齢者が健康で生きがいを持ち社会で活躍できるよう、シルバー人材センターや壮健クラ

ブに対して支援を行います。 

 
◇壮健クラブの活動支援 

◇シルバー人材センターの運営支援 

◇シルバー生きがい創生事業 

 

 

○高齢者地域支援事業（特別会計） 事業費 226,646 千円

 

高齢者が住み慣れた地域で生き生きとした生活が続け

られるようにするため、地域全体で高齢者を支えると

ともに、高齢者自身も地域や社会活動に参加し、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ

れる地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 
◇地域包括支援センター事業、任意事業、 

包括的支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業 
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◆医療と救急を充実する 
 

○病院事業（一般会計負担分） 事業費 1,048,068 千円

 

地域医療と救急体制を確保するために、病院事業会計（市立恵那病院・国民健康保険上

矢作病院）の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化及び施設・医療機器等の整備

と市立恵那病院再整備事業に対して繰出しを行います。※対象：恵那病院、上矢作病院 

 

 

○市立恵那病院再整備事業（企業会計） 事業費 297,900 千円

 

新病院の本体工事を完成し、平成 28 年 11 月に開院した市立恵那病院の再整備事業に

ついて、平成 29 年度末までに旧病院施設の一部を解体し、造成及び外構工事を行い事

業全体の完了を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域医療確保対策事業 事業費 57,162 千円

 

休日・夜間における救急医療を確保するため、1 次救急医療機関（診療所等）・2 次救急

医療機関（病院）の対象事業に対し負担します。また、将来の医師・看護師の確保のた

め、奨学資金等の貸付事業を行います。 

 
◇病院群輪番制運営事業 

◇在宅当番医制運営事業 

◇医師確保奨学資金貸付負担金 

◇看護師確保修学資金貸付事業 

 

 

基本目標２ 生命と財産を守る（安心） 
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○救急施設整備事業 事業費 33,953 千円

 

市民の救命率の向上のため、高度救命処置備品の整備・修繕と、高規格救急自動車の更

新を行います。また、重篤患者をいち早く医療機関へ搬送するため、ドクターヘリの活

用を推進します。 

 
◇高規格救急自動車の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆災害から⾝を守る 
 

○防災推進事業 事業費 26,910 千円

 

防災体制・災害時対応能力の充実を図るため、雨量

計データ監視による迅速な防災支援体制を構築しま

す。 

 

 
◇雨量計設置箇所（東野、三郷町、武並町、笠置町、 

串原) 

 

 

 

○建築物耐震促進事業 事業費 14,500 千円

 

建築物の耐震化を促進するとともに、個人（建物所有者）に対する防災意識の向上・醸

成を図るため、木造住宅の無料耐震診断を行います。また、木造以外の建築物の耐震診

断費や木造住宅の耐震補強工事費の補助等を行います。 

 
◇木造住宅の無料耐震診断事業 

◇建築物耐震診断費補助事業 

◇木造住宅耐震補強工事費補助事業 
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○空家解消対策事業 事業費 140 千円

 

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼしており、生活環境の保全のため対策を行って行きます。 

 
◇特定空家等審査会の開催 

◇特定空家等所有者に対する助言・指導・勧告 

 

 

◎急傾斜地崩壊対策事業 事業費 23,000 千円

 

斜面の崩壊や落石から、要配慮者施設・避難

所・民家などの施設を守るため、急傾斜地崩壊

対策事業を実施します。 

 
◇中切地区急傾斜地崩壊対策事業（武並町竹折 

地内） 

・保全対象･･要配慮者施設 1 棟、住宅 3 戸 

 

 

 

○常備消防施設整備事業 事業費 64,381 千円

 

消防機能を維持するため、消防署所の施設・設備等の維持修繕と、車両・機械器具等の

計画的な更新を進めます。 

 
◇岩村消防署消防タンク車購入 

 

 

○非常備消防施設整備事業 事業費 30,022 千円

 

地域防災力の維持・向上に向け、消防団設備を整備し、消防団が活躍できる体制を維持

します。 

 
◇明智分団第 1 部器具庫統合 

・設計、土地造成工事 

◇串原分団森上器具庫改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

-22-



 
 

◆⾃然を守り、活かす 
 

○森林保全促進事業 事業費 86,380 千円

 

森林の有する多面的機能の維持や災害防止のため、森林整備を実施します。また、森林

の大切さを理解してもらうため、間伐モデル林の実施、小学生を対象とした森林教育を

行い、間伐の必要性や木材利用の PR を実施します。 

 
◇市有林施業 

◇間伐推進事業費補助金、高齢級間伐推進事業費補助金、森林整備地域活動交付金 

◇間伐モデル林事業 

◇間伐作業路開設補助金 

 

 

 

◆魅⼒あるまち並みを創る 
 

○景観形成事業 事業費 8,345 千円

 

地域の良好な景観と、文化的で豊かな暮らしが感じられるまち並みを形成するため、景

観重要建造物・景観重要樹木の指定、景観まちづくりの展開を検討・実施します。 

 
◇景観計画に基づく届出、景観審議会の開催 

◇景観重要建造物・景観重要樹木の指定 

◇屋外広告物の許可・適正化 

 

 

○土地区画整理事業 事業費 165,720 千円

 

快適に暮らせる住環境と、商業施設などの充実による魅力的なまち並みを整備するた

め、正家第二土地区画整理事業を実施します。 
 

◇（都）寺平的ケ屋敷線、（都）赤 

田中曽根線道路築造工事 

◇公園（土地区画整理地区内）設計 

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 3 まちの魅力を高める（快適） 
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○地籍調査事業 事業費 105,610 千円

 

土地に関わる行政活動や経済活動を円滑にするため、地籍調査（土地一筆ごとの所有

者・地番・地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査）を行います。 
 

◇継続調査予定地区（11 地区） 

 ・飯地町、上矢作町で各 1 地区 

 ・長島町、三郷町、笠置町で各 2 地区 

 ・武並町で 3 地区 

◇新規予定地区（1 地区） 

 ・中野方町で 1 地区 

 

 

○都市計画推進経費 事業費  3,725 千円

 

都市計画に基づいたまちづくりを推進する経費のほか、人口減少対策のため住宅施策に

取り組みます。 

 
◇住宅地供給促進のための施策展開等 

 

 

 

◆歴史・⽂化を活かす 
 

○文化財の調査・保存・活用事業 事業費 66,370 千円

 

地域の歴史的・文化的資源を適切に守り、活用するため、文化財の調査・保存・活用を

図ります。 

 
◇文化財保護審議会の開催 

◇指定文化財の維持管理指導と保存修理に対する支援 

◇市有の文化財の維持管理と保存修理 

◇愛護標柱・説明板の計画的な整備 

◇開発事業に伴う埋蔵文化財の取り扱い調整および保護対策 

◇遺跡詳細分布調査の実施 

 

 

○歴史まちづくり事業 事業費 34,220 千円

 

地域の歴史資源の保全や、歴史や文化を活かした地域まちづくりを図るため、歴史的風

致維持向上計画による総合的なまち並みの整備を実施

します。 

 
◇（仮称）大井宿広場整備工事 

◇市道景観舗装（道路美装）工事 
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◆戦略的に道路をつくる 
 

○主要市道整備事業 事業費 181,780 千円

 

リニア中央新幹線を活かした道路、経済基盤や観光機能を強化する道路などの道路整備

を進めるため、道路整備計画を策定し、主要となる道路の整備を検討・実施します。 

 
◇新こども園関連道路 

・設計、丈量、用地補償、工事 

◇飯地中野方線（中野方町） 

・用地補償 

◇ほか、6 路線 

・測量設計、用地丈量、用地補償、工事費等 

 

  

 

 

 

 

◆移動⼿段を充実する 
 

○地域交通網対策事業 事業費 10,190 千円

 

地域交通を持続可能なものとするため、過疎地域などバスやタクシー等が対応できない

ようなエリアに対し、地域住民による地域移送サ

ービスの有償化に向けた取り組みを支援します。 

 
◇有償運送支援事業費補助金（飯地・串原） 

 

 

 

 

 

 

○基幹交通対策事業 事業費 255,700 千円

 

鉄道やバスなど総合的な公共交通ネットワークを維持しつつ、将来にわたって持続可能

な公共交通の構築を図り、単なる移動手段としてではなく、次の世代に今より良い形で

「つなぐ」ことを目指します。 

 
◇明知鉄道（株）の経営、施設修繕、車両の更新等への支援 

◇JR 武並駅の乗車券類簡易販売委託 

◇自主運行バス運行に対する補助 

 

 

基本目標４ 便利に暮らす（快適） 

飯地中野方線 
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○遠距離通学等対策事業 事業費 117,920 千円

 

児童・生徒が安心・安全に通学できる環境を整備し、遠距離通学対策及び老朽化してい

るスクールバスの更新を実施します。 
 

◇スクールバス運行業務委託 

◇スクールバスの購入等 

 ・山岡小スクールバス購入、恵那北中スクールバス購入、上矢作スクールバス購入 

 
 

 

◆便利な消費⽣活を送る 
 

○買い物支援事業 事業費 2,300 千円

 

便利な消費生活を送ることができるように、市内業者と協

力して宅配を含めた移動販売車を運行するなど、買い物環

境の維持・充実を検討・実施します。 

※過疎地域（串原・上矢作町）対象 

 
◇移動販売車運行事業補助金 

 

 

 

◆暮らしやすさを保つ 
 

○生活市道整備事業 事業費 92,567 千円

 

市民の生活を支える道路を維持向上させるため、生活道路の整備を検討・実施します。 

 
◇中田線（大井町原）の工事・電柱移転補償 

◇明智町 225 号線の工事 

◇ほか、8 路線の測量設計、用地補償費、工事費等 

 

 

○道路橋りょう維持修繕事業 事業費 346,693 千円

 

暮らしを支える生活基盤を維持するため、市道・橋梁の維持修繕を行います。 

長寿命化計画に基づき、市内の橋長 15m 以上の橋を中心に計画的に点検、修繕工事を

実施します。また凍結防止剤散布機購入貸与を行います。 

 
  ◇新観音寺橋のほか、7 橋の修繕設計業務及び工事 

  ◇市内一円の修繕、維持工事及び業務委託 
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◎重要給水拠点施設整備事業（企業会計） 事業費 37,200 千円

 

配水施設から災害時に避難所となる施設までの水道

管を耐震機能のある管にします。 

 
◇重要給水拠点施設への配水管布設 

 

 

 

 

 

 

 

○公共奥戸処理区建設事業（特別会計） 事業費 179,550 千円

 

衛生的で快適な居住環境づくりと公共用水域の水質保全に努めるため、下水施設を計画

的に更新を行います。 

 
◇恵那浄化センター耐震詳細設計 

◇正家地区下水道管・雨水管整備 

◇ストックマネジメント基本計画策定 

 

 

◎公営企業会計移行事業（特別会計） 事業費 12,000 千円

 

下水道事業の資産と負債の状況を明確にして、将来の経営状況を明らかにするため、平

成 32 年度から地方公営企業法を適用（法適用）し、単式簿記から複式簿記へ経理方法

を変更します。 

平成 29 年度から平成 31 年度にかけて、法適用化の準備を進めます。 

 
◇下水道固定資産台帳整備 
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◆学ぶ⼒をつける 
 

○読書習慣づくり事業 事業費 390 千円

 

保護者に対しては読書の重要性の理解を深め、子どもに

おいては乳幼児期から青年期にかけて読書の楽しさを醸

成するため、多様な読書習慣づくり事業を推進します。 

 
◇ブックスタート事業（7 ヶ月児） 

◇ファーストメッセージ事業（こども園入園） 

◇セカンドメッセージ事業（小学校入学） 

◇ビブリオ定期便発行（高校） 

 

 

○中央公民館講座運営事業 事業費 55,475 千円

 

市民が学ぶ力をつけるために、生涯学習の拠点施設である中央公民館に社会教育指導員

を配置し、市民講座の開設や生涯学習活動団体の育成を図ります。また、活動成果を発

表する機会（恵那文化まつり）の提供や、青少年健全育成に向けたイベント（科学の祭

典こどもフェスタ）、子どもを対象とした講座を実施します。 

 
◇市民講座、子どもフェスタ・文化まつり等の開催 

◇地区コミュニティセンター事業の助言・指導 

◇公民館運営審議会の開催 

 
 

○小学校教育振興事業 事業費 142,707 千円

 

小学校の教育活動を充実、活性化させるため、学力向

上事業・少人数教育推進事業・学校情報化推進事業・

理科教育施設整備事業・特色ある学校づくり事業・特

別支援教育就学奨励事業・就学援助などを実施しま

す。 

 
 ◇小学校にタブレット端末導入と無線 LAN 環境の整備 

  ・未整備の市内小学校 11 校に導入 

 

 

○中学校教育振興事業 事業費 70,505 千円

 

中学校の教育活動を充実、活性化させるため、学力向上事業・少人数教育推進事業・学

校情報化推進事業・理科教育施設整備事業・特色ある学校づくり事業・特別支援教育就

学奨励事業・就学援助・部活動補助など実施します。 

 
◇タブレット端末の導入に向けた無線LAN環境の整備 

◇デジタル教材の導入 

◇部活動補助の実施 

 

基本目標 5 いきいきと暮らす（活力） 
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○高等教育振興事業 事業費 6,080 千円

 

地域に定住し、地域の活力となる人材を育成するため、高校と地域、大学、企業等との

緊密な連携を図り、魅力のある高校づくりを支援します。 

 
◇学習支援コーディネーターによる６次産業学習の推進 

◇通学費助成事業 

 

 

○特色ある教育推進事業 事業費 46,662 千円

 

学校の教育諸活動の充実・活性化を図るとともに保護者・地域に開かれ、信頼される学

校づくりを推進するため、学校運営協議会を設置し、

学習支援・部活支援・安全支援の視点から学校運営を

支援します。 

 
◇コミュニティ・スクール事業の実施 

◇ALTによる国際理解教育の推進 

◇スケート教室の開催 

 

 

○学校教育研究事業 事業費 12,021 千円

 

教育の資質向上と教育内容の充実のため、テーマに基づく研究に取り組み、学校教育の向

上を図ります。 

 
◇ハイパーQUテスト・標準学力調査の実施 

◇市指定研究推進校事業、課題研究委託校事業 

◇副読本（わたしたちの恵那市・恵那市の自然）作成 

 

 

◆共に⽣きる⼒をつける 
 

○三学のまち推進事業 事業費 9,288 千円

 

三学の精神を理念に、生涯学習のまちづくりを推進するため、三学のまち講座、大学連

携講座などの講座の開設、下田歌子賞などの先人顕彰事業、嚶鳴協議会参加による加盟

市町との交流、生涯学習フォーラムの開催など、市民三学運動の推進を図る事業を実施

します。 

 
◇三学のまち講座の実施 

◇大学連携講座、出前講座、自主企画講座の実施 

◇先人顕彰事業（佐藤一斎、下田歌子、三好学等） 

◇嚶鳴フォーラムへの参加 
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◆⽣きがいを持って暮らす 
 

○生涯スポーツ推進事業 事業費 6,786 千円

 

市民一人ひとりが楽しみながら生き生きと暮らすことができよう、多様な運動・スポー

ツを通じた健康づくりや運動習慣を身につけるための教室等を開催します。また、子ど

もの健全育成として、「運動習慣はじめの一歩プログラ

ム」に取り組み、恵那市の子どもたちの体力向上を目指

します。 

 
◇野外活動保古の湖アウトドアフェスタ 

◇幼児向け野外体験 

◇中部大学「子どもの健全育成プログラム」運営指導委託 

◇生涯スポーツ推進補助金 

 

 

○競技力向上推進事業 事業費 6,485 千円

 

東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて競技スポーツへの関心を高め、子ど

もたちの「上達したい」という意欲とやる気を育て、トップアスリートを育成するた

め、スポーツ指導者・ボランティアの登録バンク制度を充実させるとともに、各種スポ

ーツ団体・大会への助成、選手や指導者育成のための講演会等を開催します。 

 
◇競技力向上支援補助金 

 

 

○スポーツ施設改修事業 事業費 10,000 千円

 

市民が身近な場所で運動・スポーツに親しむことがで

きるよう、施設の現況を調査、把握しながら、総合的

な施設の整備方針を検討し、改修工事を実施します。 

 
◇まきがね公園大規模改修設計 
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◆まちの担い⼿になる 
 

○移住・定住推進事業 事業費 121,180 千円

 

人口減少対策を推進するため、子育て世代の移住・定住を応援するアパートの家賃補助

や住宅土地購入補助、同居・近居支援、空き家改修補助金、婚活支援など、恵那市に住

み続けられる総合的な環境づくりを検討・実施します。 更に、地域との連携した移住・

定住を推進するため、恵那暮らしサポートセンターの充実、地域おこし協力隊及びまち

づくり推進員を活用して地域の空き家対策、定

住促進を支援します。 

 
◇移住定住推進事業 

 ・新婚お祝い支給事業 

 ・新婚生活家賃応援事業 

 ・子育て世帯等宅地購入応援事業 

 ・同居・近居応援事業 

 ・定住促進奨励金 

 ・空き家改修事業 

◇恵那暮らしサポートセンター運営事業 

◇地域おこし協力隊・まちづくり推進員の活用 

◇恵那市奨学奨励金事業 

◇結婚・婚活の支援 

 

 

◎男女共同参画推進事業 事業費 880 千円

 

男女共同参画社会の実現に向け、第 2 次恵那市男女共同参

画プランを推進するため、プランの進行管理・新たな施策

の検討などを行います。 

 
 ◇審議会等委員託児委託 

 ◇企業研修会の実施 

 

 

○まちづくり市民活動推進事業 事業費 11,990 千円

 

地域活動の参加者や活動団体を育成し地域を担う力を高めるため、中間支援組織として

の恵那市まちづくり市民協会や、市全域を対象として課題解決に取り組むまちづくり活

動団体等の活動を支援します。 

 
◇地域のまちづくり活動の中間支援 

◇NPO 法人等まちづくり活動団体の支援 

 

 

 

 

 

 

基本目標６ みんなでまちをつくる（活力） 
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○コミュニティセンター改修事業 事業費 184,590 千円

 

生涯学習をまちづくりにつなげ、コミュニティセンターが地域振興の拠点となるよう、

振興事務所とコミュニティセンターが離れたところに

ある地区では施設の統合を実施し、老朽化している施

設については計画的に改修を実施します。 

 
◇東野コミュニティセンター改修工事設計 

◇笠置コミュニティセンター敷地造成・増築等工事

（H28.3 月補正） 

◇上矢作コミュニティセンター屋根改修工事 

◇岩村振興事務所大規模改修工事 

 

 

 

◆地域⾃治⼒を⾼める 
 

○地域自治推進事業 事業費 99,920 千円

 

地域自治力(地域課題の解決に向けて自らが考え取り組む力)を高めるため、地域自治区制

度の充実に向けて自治区運営委員会の定着を図るとともに、多くの人々が参加して魅

力・活力あるまちづくりが進められるよう、地域のまちづくり活動を支援します。 

 
◇地域自治区運営委員会活動交付金 

◇地域のまちづくり活動補助金 

◇ふるさとえな応援寄附金経費 

 

 

○笠周地域活性化振興事業 事業費 25,090 千円

 

笠周地域の様々な課題の解決に向けて策定した笠周地

域振興計画（H26～H31）を推進し、地域有償運送、

交流活動の拠点づくり、地域資源の 6 次産業化など地

域の存続に向けた取り組みを推進します。 

 
◇飯地高原自然テント村の整備等 

 

 

 

 

○過疎地域活性化振興事業 事業費 29,160 千円

 

過疎地域の振興と自立促進に向けて、地域の特色を生かした住民福祉の向上、雇用の拡

大、地域医療の確保、集落の維持活性化など、住民の安全、安心な暮らしの確保を図

り、恵那市過疎地域自立促進計画（H28～H32）を推進します。 

 
◇計画の進行管理 

◇地域の主体的な取り組みに対する支援及び助成 
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◆産業を育成・⽀援する 
 

○農業振興地域整備促進事業 事業費 3,730 千円

 

優良農地の保全・確保と農業振興を図るため、「恵那農業振興地域整備計画」の推進をし

ます。また、基礎調査（H29・H30）では、宅地開発候補地の選定も含めた計画的な土

地利用が図れるよう調整を行います。 

 
◇優良農地の保全・確保と農業振興を目的とした「恵那農業振興地域整備計画」の策定 

・一般申請（情勢の推移による）及び基礎調査（５年毎）による計画変更を予定 

・現地調査、計画書作成に係る経費 

◇審議会開催の経費 

◇（仮称）住むとこさがすプロジェクトにかかる経費 

 

 

○農地保全促進事業 事業費 329,912 千円

 

農地・農業の多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活

動の継続、環境保全に効果の高い営農を支援し、中山間地域の特色を生かした地域振興

の推進に努めます。 

 
◇日本型直接支払交付金 

 ・中山間地域等直接支払交付金 

 ・多面的機能支払交付金 

 ・環境保全型農業直接支払交付金 

 

 

○鳥獣害対策事業 事業費 31,411 千円

 

鳥獣による被害から農地を守るため、電気牧柵等の設置費の助成、捕獲実施隊への活動

費及び捕獲奨励金の助成を行います。また、猟友会員の負担軽減のため免許の新規・更

新手続きの助成や、ジビエの推進を行います。 

 
◇電気牧柵等の設置費の助成 

◇捕獲実施隊への捕獲奨励金の助成 

◇猟友会員の負担軽減のため免許の新規・更新手続き 

の助成 

 ◇捕獲実施隊への捕獲活動費の助成 

◇恵那峡射撃場の修繕 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標７ まちを元気にする（活力） 
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○農産物振興事業 事業費 18,028 千円

 

農業振興に関する特産品の育成支援を図ります。また、「儲かる農業推進プロジェクト」

を設置し、農産物の生産性及び所得の向上を図ります。 
 

◇儲かる農業推進プロジェクト検討委員会の開催 

◇農業基本計画の策定 
◇経営所得安定対策事業 

 

 

○担い手育成事業 事業費 63,715 千円

 

農業に関する担い手育成のための仕組みづくりを検討し新規就農者への経済的な支援や

市営住宅を活用した住宅確保などの支援を行います。また、農地中間管理事業により、

担い手への農地の集積・集約化等を推進します。 

 
◇農業 6 次産業化促進支援事業費補助金 

◇小規模農家組織化支援事業費補助金 

◇元気な農業産地構造改革支援事業補助金 

◇経営体育成支援事業補助金 

◇青年就農給付金事業費補助金 

◇機構集積協力金交付事業補助金 

 

 

 

 

 

○農業基盤整備事業 事業費 100,497 千円

 

立地条件を活かした農業と活力ある農村づくりを推進するため、農業基盤（農地造成、

かんがい排水、ため池等）を整備します。 

 
◇県単かんがい排水事業 

◇市単かんがい排水事業 

◇県営中山間地域総合整備事業恵那北部地区 

◇県営中山間地域総合整備事業えな南部地区 

◇県営ため池総合整備事業（恵那地区） 

◇県営経営体育成基盤整備事業（小泉地区） 

◇県営農村環境整備事業（小水力発電） 

 

 

○林業基盤整備事業 事業費 95,163 千円

 

森林整備の推進、林業の生産性の向上、山村地域の振興を図るため、国県補助事業を活

用し林道の改良・舗装等を効率的・効果的に実施します。 

 
◇公共林道改良事業 

◇県単林道舗装事業 

◇県単林道総合改良事業 

◇県単集落環境保全整備事業 
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○商工業振興事業 事業費 60,704 千円

 

商工業の振興に資するため、商工会議所、商工会その他の商工団体の事業支援を行いま

す。また、事業者の意見を反映した事業を実施するため「産業振興会議」を開催すると

ともに、経営や企業への支援を行うための「ビジネスサポートセンター（仮称）」を設置

します。 

 
◇商店街活性化支援補助金 

◇商工会議所、商工会経営発達支援補助金 

◇ビジネスサポートセンター（仮称）運営費 

◇産業振興会議運営費 

◇工業用水の安定供給 

◇山岡陶業文化センター管理運営費 

 

 

 

○起業・恵那ブランド育成事業 事業費 113,826 千円

 

産業の活性化に向け、中小企業の支援、起業・創業支援を含む恵那ブランドの支援を行い

ます。 

 
◇中小企業小口融資事業の実施 

◇市指定融資の利子補給制度の実施 

◇恵那ブランド支援補助金 

 

 

 

◆交流と連携で元気になる 
 

○観光資源活用事業 事業費 686,811 千円

 

恵那市内の観光地や観光資源を磨き上げ、誘客強化

を目指します。 

 
◇恵那峡再整備事業 

◇くしはら温泉ささゆりの湯リニューアル事業 

◇主要観光資源誘客強化事業 

 

 

 

 

○観光ＰＲ事業 事業費 36,110 千円

 

観光交流人口の拡大を目指すため、誘客へ繋がる観光ガイドブックの充実やメディアで

の PR、各種プロモーション等を広域連携も含めて効果的に実施し、「観光恵那」の魅力

を積極的に発信します。 

 
◇首都圏観光プロモーション 

◇観光ガイドブックの印刷、観光振興 PR 補助金等 
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○スポーツツーリズム推進事業 事業費 24,330 千円

 

運動・スポーツと市内の観光資源を融合させ、観光

まちづくりや地域振興につなげるために、体育連

盟・観光協会と連携し合宿誘致を基本としたスポー

ツツーリズムを推進します。 

 
◇スケート振興普及推進業務 

◇恵那峡ハーフマラソン大会実施業務 

◇大正村クロスカントリー大会実施業務 

◇ボート・カヌー練習場施設整備調査設計 

 

 

○リニアまちづくり事業 事業費 33,796 千円

 

リニア中央新幹線を生かした地域活性化を目的とし、魅力ある恵那市にするため、中津

川市・恵那市都市間連絡道路整備、リニア沿線地域基盤整備、リニア関連市街地道路整

備を検討・実施します。 

 
◇リニア軌道と交差する市道の付け替え（機能確保）事業 

 ・大井町野尻野畑、大井長島地区測量設計 

◇啓発事業（まちづくり講演会） 

 

 

 

◆持続可能型の社会をつくる 
 

○地産地消推進事業 事業費 1,940 千円

 

学校給食に地産地消を取り入れ、子供たちがより身近に感じるような食農教育を実施

し、地元農産品の消費の拡大を図ります。また、一般消費者に向けた地産地消の推進を

図ります。 

 
◇学校給食地産地消推進事業費補助金 

◇学校給食農産物納入補助金 
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○じん芥処理施設維持管理経費 事業費 600,970 千円

 

恵那市全域から発生する生活系可燃ごみ、事業系可燃ごみの受付・処理業務及び処理施

設の維持管理経費です。 

※対象施設：エコセンター恵那、恵南クリーンセンターあおぞら（直接持込のみ） 

 

 

◎高齢者福祉施設大規模改修事業 事業費 11,500 千円

 

老人福祉施設福寿苑、老人福祉施設明日香苑、養護老人ホーム恵光園の大規模改修事業

を行います。 

 
  ◇介護老人福祉施設福寿苑大規模改修工事 

   ・基本設計業務委託料 

  ◇養護老人ホーム恵光園ナースコール改修工事 

   ・ナースコール改修工事 

 

 

 

 

 

 

○小学校施設改修事業（Ｈ28 繰越を含む） 事業費 382,570 千円

 

小学校の教育環境整備に伴う施設改修を、計画的に実施

します。 

 

◇武並小学校屋内運動場改築事業 

 ・屋内運動場改築工事 

◇屋内運動場非構造部材耐震工事 

 

 

 

 

 

○中学校施設改修事業（Ｈ28 繰越を含む） 事業費 366,405 千円

 

中学校の教育環境整備に伴う施設改修を、計画的に実施します。 

 
◇恵那東中学校大規模改造事業 

 ・恵那東中学校大規模改造工事施工監理 

 ・恵那東中学校大規模改造第１期工事 

◇屋内運動場非構造部材耐震工事、監理 

 

 

市民サービスが向上する 
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