
２．生命と財産を守る

快適

３．まちの魅力を高める
恵那市ならではの自然や伝承文化などを活かし、誇りと愛着を育
むまちを形成する

４．便利に暮らす
行きたいところへ行き、欲しいものや情報が得られる生活を確保
する

７．みんなでまちをつくる
地域自治力を高めるとともに、さまざまな人びとが連携し相乗効
果を生み出す

担い手

安心

               令和３年度
            主要事業の概要

６．まちを元気にする
地域資源・産業が連携してヒト・モノ・カネが循環する社会を形成
し、外需を呼び込む

活力

子育て、雇用、介護など、日常生活の安心を得る

医療・救命、防災、防犯、交通安全などにより、生命や財産を守る

人・地域・自然が輝く交流都市　～誇り・愛着を持ち住み続けるまち～　の実現を目指すための７つの基本目標

　令和３年度は、第２次恵那市総合計画後期基本計画（令和３年度～令和７年度）の１年目

１．安心して暮らす

５．いきいきと暮らす
自らを高める力や社会とつながる力など、社会全体で人を育み、
住みたくなるまちになる

【写真：タブレットを利用した授業の様子】

恵 那 市



5,414,911 千円

安心して子どもを育てられる【安心子育て】 2,508,506 千円

「主な事業」

■ 554,060 千円

■ 5,900 千円

■ 11,890 千円

■ 177,533 千円

■ 7,682 千円

■ 17,600 千円

　・ファミリー・サポート・センター事業【図２】

　・こども発達センター（にじの家・おひさま）事業【図３】

　・放課後児童クラブの運営支援事業【図４】
　・【新規】大井第三学童（大井小）エアコン設置（12,106千円：
　　補助事業）

【図６】えなっ宝ほっと
ステーション

【図５】病児保育所

【図３】こども発達セン
ター・おひさま

【図１】福祉医療受給者
証

【図２】ファミリー・サ
ポート・センターの様子

【図４】放課後児童クラ
ブの様子

子ども等福祉医療費助成事業

子ども医療費については、中学校卒業まで所得制限を設けずに
助成し、重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費につい
ては、所得制限を設けて助成します。これにより、幅広く子育て
世代や障がいを持った方の支援を行い、福祉の充実したまちづく
りの推進を図ります。

子ども・子育て支援事業

「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て支援事業の
推進を図ります。

　・子育て世代包括支援センター運営
　・病児保育所運営【図５】
　・出産おめでとう事業

児童家庭支援事業

　・子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成【図１】

就労等により保護者が不在となる時間帯の小学校就学児童に向
け、放課後児童クラブサービスを提供するための支援をします。

基本目標１　安心して暮らす（安心）

基本施策:１

家庭児童相談員を配置し、育児不安等、身近な子育て相談や母
子・父子家庭の自立援助に応じるなど、児童家庭を支援します。
【図６】

　・母子家庭自立支援
　・ひとり親家庭生活支援事業

ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や児童の預か
りの援助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希
望する者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行います。

こども発達センター事業

児童福祉法に基づく「障害児通所支援事業施設」の運営及び維
持管理の支援をします。

放課後児童対策事業

－ 2 －



■ 17,299 千円

■ 161,000 千円

■ 1,088,829 千円

■ 83,451 千円

■ 195,620 千円

■ 4,193 千円

■ 43,757 千円

　・子育て支援の拠点施設運営（こども元気プラザ、地域子育て
　　支援センター）【図７】

【図13】産後ケアチラシ

【図８】児童発達支援の
様子

【図７】こども元気プラ
ザの様子

【図９】こども園の様子

【図11】保育園の様子

【図10】サポートブック

【図12】乳児相談

母子保健事業

妊娠から幼児期までの母子支援として、健診や訪問指導などを
実施します。

　・母子手帳の交付
　・乳幼児健診、相談【図12】
　・乳幼児訪問

妊娠・出産支援事業

安心して子どもを産むことが出来るための支援及び妊娠出産か
らの切れ目ない支援を行います。

　・妊婦健康診査費助成
　・不妊治療費助成
　・産後の宿泊型、デイケア型による育児支援【図13】
　・新生児聴覚検査費助成

発達障がいや特別な配慮が必要な園児の状態に応じて、自立と
社会参加に必要な力を培うため、適切な指導及び必要な支援を行
い、安心して子育てができる教育・保育環境の充実を図ります。

　・加配保育教諭等の配置
　・関係機関と連携した巡回相談【図10】

障がい児通所支援給付事業

児童福祉法による障がい児通所給付、障がい児相談支援給付を
実施します。

　・児童発達支援給付【図８】
　・放課後等デイサービス給付
　・障がい児相談支援給付

保護者の多様化するライフスタイルの変化等に対応するととも
に、市内全ての地域で共通の教育保育目標を掲げて、誰もが安心
して子育てができる教育・保育環境の充実を図ります。

恵那市で働く保育教諭を確保するために、保育教諭修学資金貸
付事業を行います。

　・こども園運営事業【図９】
　・保育教諭修学資金貸付

教育・保育施設支援事業

私立保育園２園に対して、保育実施業務委託契約に基づく委託
費及び小規模保育事業所の運営費の一部を助成します。

　・私立保育園への保育実施業務委託【図11】
　・小規模保育事業所運営負担金

こども園発達障がい児等支援事業

こども園教育・保育推進事業

子育て支援センター事業

子育て親子の交流の場を提供することにより、地域の子育て支
援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健や
かな育ちを支援します。

－ 3 －



■ 73,112 千円

■ 66,580 千円

安心して働ける【安心働く】 913,740 千円

「主な事業」

■ 858,540 千円

■ 55,200 千円

安心して日々を暮らせる【安心暮らし】 1,992,665 千円

「主な事業」

■ 61,822 千円

労働対策事業

セーフティネットの強化のため、介護や生活困窮などの既存の
取り組みを活かしつつ、社会福祉協議会等と協働で重層的支援体
制整備事業の実施に向け、包括的な支援体制の構築を進めます。
【図１】

　・社会福祉協議会運営費等補助金
　・民生委員・児童委員協議会負担金
　・自殺対策の推進
　・【新規】包括的な（相談・参加・地域づくり）支援体制の準備
　　（重層的支援体制整備事業への移行準備事業）（14,159千円：
　　補助事業）

【図１】地域福祉懇談会
の様子

【図２】職業講話の様子

【図１】明智ひとつばた
ご

【図14】外国語指導助手
（ALT）による授業

【図15】幼稚園の様子

自立支援給付事業

障がいのある方が自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な障がい福祉サービスに係る給付などを行います。

　・介護給付費
　・訓練等給付費【図１】
　・サービス利用計画作成費

私立幼稚園支援事業

幼児教育・保育の無償化に伴う子育てのための施設等利用給付
を実施します。【図15】

　・施設等利用給付事業

特色ある教育推進事業

特色ある教育推進のため外国語指導補助を導入し、小中学校の
英語教育、国際理解教育を実施します。また、学校の教育諸活動
を充実・活性化させるための支援を行います。

　・外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置【図14】
　・地域未来塾事業
　・コミュニティスクール運営
　・ＩＣＴ教育の推進によるＩＣＴ支援員の配置

地域福祉推進事業

　・雇用対策協議会事業【図２】
　・恵那くらしビジネスサポートセンター事業
　・勤労者住宅・生活資金預託金
　・【新規】在宅ワーカー支援事業（300千円：単独事業）

魅力ある雇用の場の創出を支援するとともに、市内の労働者が
働きやすい職場づくりを目指して、就労環境の充実を図ります。

恵那くらしビジネスサポートセンターでは、関係団体等と連携
し、事業者の経営改善や起業、事業拡大を支援します。

基本施策:２

基本施策:３

－ 4 －



■ 80,095 千円

■ 26,606 千円

■ 84,900 千円

■ 3,793 千円

■ 187,497 千円

■ 28,510 千円

【図６】介護老人保健施
設ひまわり

【図３】壮健クラブ草刈
り作業

【図４】高齢者公共交通
利用支援事業

【図５】明智回想法セン
ター

【図７】生活困窮者自立
相談支援事業の様子

【図２】地域生活支援拠
点ぷらっと

回想法を用いて脳を活性化させることにより、介護予防、認知
症予防の効果を図り健康増進を行います。

障がい者地域生活支援事業

地域の中で障がいのある方が自立した日常生活を営むことがで
きるよう地域の実情に応じたサービスを提供し、安心して暮らす
ことのできる地域社会の実現を図ります。

　・相談支援事業（東濃基幹相談支援センター等）
　・意思疎通支援事業
　・日常生活用具給付事業
　・日中一時支援事業
　・地域生活支援拠点事業【図２】

生活困窮者自立支援事業

高齢者が健康で生きがいを持ち、社会で活躍できるよう支援を
行います。

高齢者活躍支援事業

　・シルバー人材センター運営支援
　・壮健クラブ活動支援【図３】

高齢者等生活支援事業

認知症予防事業

・明智回想法センター運営【図５】

様々な要因によって困窮し、又はそのおそれのある者に対し
て、経済的自立や日常生活の自立、社会的自立のための様々な支
援を早期的、包括的に行います。

　・生活困窮者自立相談支援事業【図７】
　・生活困窮者就労準備支援事業
　・生活困窮者家計改善支援事業
　・被保護者就労支援事業
　・住居確保給付金
　・【新規】ひきこもり支援推進事業（1,060千円：補助事業）

　・高齢者生活等支援事業
　・成年後見制度利用支援事業
　・長寿高齢者祝い事業
　・認知症高齢者あんしん見守り登録制度事業
　・高齢者公共交通利用支援事業【コロナ対策事業】【図４】

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が安心した生活を送る
ことができるよう支援します。また、高齢者の長寿を祝い、市民
に高齢者の敬愛する心を育成します。

高齢者福祉施設大規模改修事業

　老人福祉施設の施設整備をすることにより、利用者が快適で安
心できるサービスを提供します。

　・介護老人福祉施設福寿苑（本館）改修事業
　・【新規】介護老人保健施設ひまわり改修事業（13,109千円：
　　単独事業）【図６】
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■ 46,492 千円

■ 57,290 千円

■ 水道事業 593,800 千円

■ 下水道事業 233,000 千円

■ 420,200 千円

■ 77,950 千円

■ 21,730 千円

　・みんなの道愛護事業
　・防犯灯設置補助事業
　・市民協働作業原材料支給事業
　・市道緊急修繕、橋梁等修繕工事【図12】
　・道路保守点、除排雪、支障木伐採などの実施

　・普通河川等維持管理
　・【新規】一色川他６河川浚渫事業（Ｌ＝2,215ｍ）（26,800千
　　円：単独事業）【図13】

　・恵那駅西駐車場等の運営事業【図14】
　・【新規】恵那駅西駐車場大規模修繕実施設計（7,556千円：単
　　独事業）

河川整備・維持管理事業

安全で安心な市民生活を守るため、普通河川や水路などを適正
に維持管理します。

【図８】新電力事業イメ
ージ

【図９】浄化槽イメージ

【図12】橋梁修繕の様子

【図13】浚渫予定箇所の
状況

【図14】恵那駅西駐車場

【図10】配水管布設工事

【図11】下水処理場

市道を安全で快適に利用できるよう維持管理や点検を実施しま
す。

浄化槽設置促進事業

道路維持管理事業

　安心安全な水を持続的に供給するため、水道施設の更新整備等
を計画的に行います。【図10】

　・重要給水拠点施設配水管布設工事（正家配水区東中工区他３
　　か所Ｌ＝1,671ｍ）
　・水道管路緊急改善事業配水管布設替工事（大崎羽白送配水管
　　他１か所Ｌ＝816ｍ）

　・処理場耐震化、設備更新事業【図11】
　・不明水調査事業
　・マンホールポンプ更新工事
　・マンホールポンプ通報装置更新工事

下水道・農業集落排水事業区域外の水洗化による生活環境の改
善並びに公共用水域の水質向上を図るため、浄化槽設置補助を実
施します。

　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、下水施設の更新整備等を計画的に行います。

　・浄化槽設置補助金【図９】

環境対策事業

　・【新規】地域新電力事業（10,000千円：単独事業）【図８】

各種協議会や環境調査により、環境保全に努めるとともに安心
安全な環境づくりを目指します。また、地球温暖化対策として地
域新電力の創設「恵那電力」の立ち上げを目指します。

駐車場管理運営事業

市営駐車場及び自転車駐車場を運営するため維持管理を実施し
ます。

－ 6 －



■ 68,980 千円

1,869,927 千円

健康な体を維持できる【健康】 1,455,314 千円

「主な事業」

■ 105,260 千円

　

■ 4,015 千円

■ 27,394 千円

■ 8,441 千円

■ 23,488 千円

　・成人歯科健診、若いひと健診
　・健診受診後の個別指導【図５】
　・がん患者医療用補正具助成、骨髄ドナー助成
　・【新規】高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（8,578千
　　円：補助事業）

保健推進事業

生活習慣病を予防するため、特定健康診査等事業と連携し、若
年層からの保健指導や重症化のおそれのある方への個別指導等を
行います。

　・生活習慣病重症化予防のための運動支援事業【図４】
　・えな「美食と健幸」のひとづくり事業
　・健幸フェスタ事業
　・健幸ポイント事業
　・【新規】エーナ健幸の店事業（793千円：単独事業）

　・市営住宅の維持管理
　・市営住宅解体工事【図15】
　・【新規】市営住宅長寿命化計画の策定（4,000千円：補助事業）

【図２】歯みがき指導の
様子

【図３】がん検診の様子

【図４】「筋力アップで
健幸づくり講座」

【図５】保健指導の様子

【図１】保健センター

【図15】解体予定の市営
住宅

市営住宅維持管理事業

住宅に困窮する低所得者等のために住宅を供給し、適正かつ計
画的な管理を実施します。

歯科保健推進事業

歯科・口腔保健に関する知識を普及し歯科保健の推進を図りま
す。

　保健センターの管理運営及び感染症予防を実施します。【図１】

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
めの各種がん検診を行います。

　・歯みがき教室【図２】
　・こども園等歯科衛生巡回指導
　・通所型サービス事業所巡回歯科健診

がん検診事業

保健センター事業

　・健康管理システム管理
　

健幸まちづくり事業

健康寿命の延伸を目指し、市民のだれもが健康に関心を持ち正
しい生活習慣づくりを進めるため各種事業を行います。

基本施策:４

　・がん検診推奨事業【図３】

基本目標２　生命と財産を守る（安心）

－ 7 －



■ 24,992 千円

■ 151,432 千円

■ 758,940 千円

■ 58,634 千円

■ 281,434 千円

■ 6,908 千円

■ 831 千円

　・恵那病院、上矢作病院運営事業【図８】
　・恵那病院、上矢作病院医療機器更新事業
　・【新規】市立恵那病院電子カルテ更新事業（490,000千円：単独
　　事業）

　山岡健康増進センター運営のため、維持管理を行います。

山岡健康増進センター管理運営事業

病院事業

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します。

各消防署が行う救急活動を安全・迅速・確実に行うための消耗
品費や、救急車に積載の医療器具の保守点検整備手数料の経費に
加え、救急医療の高度化を推進し市民の救命率向上に寄与するた
め、救急救命士を中心とした病院実習等を実施します。

　・救急救命士各種研修【図11】

市民の救命率向上を目指し、災害現場での傷病者の救護を担う
応急手当有資格者を育成します。

　・応急手当講習【図12】

　・小児がん患者ワクチン再接種費用の助成
　・個別・集団予防接種【図７】

地域医療確保対策事業

休日・夜間における救急医療確保のため、救急医療機関の案内
や1次救急医療機関（診療所等）・2次救急医療機関（病院）の運
営に対し負担をします。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。【図９】

　・在宅当番医制運営事業
　・奨学資金等貸付事業

応急手当普及啓発事業

　予防接種法による各種予防接種を実施します。

【図11】救急活動訓練の
様子

【図12】応急手当普及員
講習の様子

【図６】山岡健康増進セ
ンター

【図８】市立恵那病院

【図７】BCG接種の様子

【図10】岩村診療所

【図９】三郷診療所

救急活動事業

診療所事業

国民健康保険診療所事業会計（三郷診療所・飯地診療所・岩村
診療所・山岡診療所・串原診療所・上矢作歯科診療所）の経営の
健全化を促進し、その経営基盤を強化します。

予防接種事業

　・山岡健康増進センターの管理運営【図６】

　・診療所運営事業【図10】
　・岩村診療所医療機器購入事業
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■ 3,545 千円

犯罪や事故から身を守る【犯罪事故】 81,080 千円

「主な事業」

■ 4,670 千円

■ 73,200 千円

■ 3,210 千円

災害から生活を守る【災害】 333,533 千円

「主な事業」

■ 34,710 千円

■ 8,590 千円

防災体制と災害対応能力の向上を図るとともに、防災行政無線
による気象情報や避難情報の配信機能を充実し、情報伝達体制の
強化を図ります。また、震災時に人命の安全や避難経路を確保す
るため、危険なブロック塀等の撤去を推進します。

市民の救命率向上に寄与するため、高度救命資機材の整備を計
画的に実施するとともに、消防力を最大限に活用します。

交通安全施設（道路区画線、カーブミラー、ガードレールな
ど）の設置・修繕を実施します。

防犯まちづくり事業

　・犯罪被害者等支援事業
　・防犯カメラ設置補助【図３】
　・恵那地区防犯協会支援

基本施策:６

防災推進事業

　・交通安全対策協議会への支援【図１】
　・交通安全教室の実施

交通安全対策施設整備事業

救急施設整備事業

基本施策:５

地域防災力向上事業

　・災害備蓄資機材の購入
　・地域の防災資機材整備補助金
　・地域防災リーダー育成事業【図２】

交通指導員による交通安全教室の開催、交通安全指導や交通安
全対策協議会・交通安全協会の活動助成など、市民と一体となっ
て交通事故防止・交通安全思想の普及徹底を図ります。

市民の安全を確保し防犯活動の効率化を図るため、地域防犯組
織の相互連携強化と活動支援及び恵那地区防犯協会活動助成な
ど、安全・安心なまちづくりを推進します。

　・防災無線関連機器管理【図１】
　・ブロック塀等撤去助成
　・【新規】防災情報配信事業（4,180千円：単独事業）

地域防災力を向上するために備蓄資機材の充実を図り、自主防
災組織を育成強化するため、防災資機材の整備補助を行います。

交通安全まちづくり事業

【図２】恵那市防災アカ
デミー

【図13】自動心臓マッサ
ージ装置

【図１】交通事故防止高
齢者宅訪問活動

【図２】通学路グリーン
ライン

【図３】大井町第14区防
犯カメラ設置補助

【図１】防災情報配信

　・救急資機材整備
　・【新規】自動心臓マッサージ装置整備（3,345千円：単独事業）【図13】

　・交通安全施設の維持管理
　・【新規】通学路グリーンライン整備工事（Ｌ＝3,900ｍ）
　　（22,000千円：補助事業）【図２】
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■ 29,000 千円

■ 10,210 千円

■ 2,158 千円

■ 126,880 千円

■ 10,700 千円

■ 39,400 千円

■ 6,965 千円

　・【新規】急傾斜地崩壊防止対策工事（山岡町八重洞地区）
　　（29,000千円：補助事業）

　・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
　・木造住宅耐震改修工事費補助事業【図４】
　・アスベスト含有調査費補助事業

非常備消防施設整備事業

消防団員の活動に必要な被服の貸与や手当などを支給し、消防
団活動を支援します。

【図４】耐震改修工事の
様子

【図３】急傾斜地崩壊対
策箇所

【図５】少年消防隊活動
の様子

【図６】恵那市消防団災
害対応訓練の様子

【図７】消防団車両

【図８】飯地コミュニテ
ィ消防センター

【図９】市内に整備され
ている放水器具

急傾斜地崩壊対策事業

　・防火水槽・消火栓修繕
　・放水器具整備【図９】

　・【新規】上矢作分団器具庫解体工事（16,422千円：単独事業）
　・【新規】飯地コミュニティ消防センター改修事業（17,980千円
　　：補助事業）【図８】

　・消防団活動支援【図６】
　・【新規】消防団活動服の更新（17,691千円：単独事業）

非常備消防管理事業

災害出動などに備えるため、消防団器具庫や活動用車両などを
適正に管理します。

　・消防団車両等維持管理【図７】
　・消防団拠点施設維持管理

災害出動などに備えるため、消防団器具庫や活動用車両などを
適正に管理します。

消防水利整備事業

火災から大切な生命・身体・財産を守るためには、初期消火と
消防活動の迅速化が求められ、消防水利の充実と初期消火資器材
の整備拡充を図ります。

防火まちづくり推進事業

防火・防災活動の育成強化、地域住民の火災予防普及啓発の向
上を図ります。

　・少年消防隊活動支援【図５】
　・女性防火クラブ活動支援
　・火災予防啓発活動

非常備消防一般事業

建築物耐震促進事業

　昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅等における
耐震化の推進及び啓発を実施します。

斜面の崩壊による被害から住宅などを保全するため、急傾斜地
崩壊対策を実施します。【図３】
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■ 64,920 千円

895,058 千円

豊かな自然を守り、活かす【自然】 569,187 千円

「主な事業」

■ 28,899 千円

■ 1,320 千円

■ 353,178 千円

■ 185,790 千円

　・中山間地域等直接支払交付金
　・多面的機能支払交付金【図３】
　・環境保全型農業直接支払交付金

農地保全促進事業

消防署の施設、装備品の安全対策と災害発生時の機動力の充実
強化を図ります。

農産物振興事業

　農業振興に関する特産品の育成支援を行うとともに、各地域の
特色を伸ばした新たな農業施策の検討による強い農業の振興を図
ります。【図１】

【図４】森林整備(間伐)

【図３】多面的機能の維
持などのための地域活動

【図１】花咲か里山プロ
ジェクト

【図２】農業体験による
社員研修

【図10】水槽付消防ポン
プ自動車

都市農村交流事業

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
支援します。

棚田や農村風景などの地域資源を活かした地域づくり、景観保
全活動の自主的活動の推進を図ります。また、都市農村交流事業
の拡大や交流人口の増加を目指します。【図２】

　・【新規】通信指令室空調設備整備（3,150千円：単独事業）
　・【新規】水槽付消防ポンプ自動車購入（55,000千円：補助事業）【図10】

　・森林環境譲与税活用事業【図４】
　・市有林間伐・皆伐再造林事業
　・【新規】恵那市木育事業 森のふれあい事業（1,000千円：補助
　　事業）
　・【新規】林業就業移住支援事業（1,000千円：補助事業）
　・【新規】担い手対策支援事業（2,000千円：単独事業）

　・もうかる農業プロジェクト
　・耕作放棄地解消事業
　・水田フル活用推進事業
　・【新規】持続可能な食糧自給の構築（中山間地域所得確保推
　　進事業）（5,000千円：補助事業）

　・【新規】指定棚田地域振興活動事業（1,000千円：補助事業）

森林保全促進事業

常備消防施設整備事業

森林の有する多面的機能の維持や災害防止のため、森林環境譲
与税を活用した森林管理制度を推進し、間伐等の森林整備を促進
するとともに、森林教育や担い手の育成を進めます。

基本施策:７

基本目標３　まちの魅力を高める（快適）
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独自の歴史・文化を守り、活かす【歴史文化】 137,310 千円

「主な事業」

■ 9,782 千円

■ 76,208 千円

■ 51,320 千円

美しく使いやすいまちをつくる【使いやすいまち】 188,561 千円

「主な事業」

■ 112,500 千円

■ 44,511 千円

■ 3,540 千円

都市計画推進事業

　都市計画に基づいたまちづくりを進めます。

空家解消対策事業

保安、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ
している不適切管理空家対策を実施します。

基本施策:８

美術館管理運営事業

中山道広重美術館の維持運営を行うとともに、所蔵する歌川広
重の浮世絵を中心に企画展示等を行い、浮世絵の魅力を紹介しま
す。

【図１】伝統芸能大会

【図２】明知城跡本丸

【図３】こども版画コン
クール展示

【図３】空家物件

【図１】地籍調査(測量)

【図２】恵那駅前惣の神
線

　・正家廃寺保存整備事業
　・【新規】明知城跡総合調査事業（1,000千円：単独事業）【図２】

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
を行います。

基本施策:９

　・都市計画審議会開催
　・恵那駅前惣の神線整備事業（Ｌ＝106ｍ、Ｗ＝9.5ｍ）【図２】

市内に所在する文化財や歴史資料を調査・整備し文化財等の保
存伝承と活用を図ります。

　・長島町、東野、武並町、笠置町、明智町、串原（継続地区）【図１】
　・【新規】飯地町福原尾地区（3,929千円：補助事業）
　・【新規】上矢作町漆原２地区（5,221千円：補助事業）

　・危険空家等解体撤去支援事業【図３】

伝統芸能保存伝承事業

市内各地に伝わる地歌舞伎、獅子芝居、文楽、太鼓、囃子、舞
などの伝統芸能を発表する大会を開催し、伝統芸能に携わる者の
裾野拡大を図ります。

　・いわむら城址薪能実行委員会活動事業
　・恵那市伝統芸能大会開催【図１】
　・文化振興会伝統芸能保存文化育成事業
　・地芝居小屋活性化事業
　・【新規】歌舞伎講座開催事業（1,500千円：単独事業）

文化財の調査・保存・活用事業

　・企画展の実施
　・こども版画コンクール等開催【図３】
　・スポンサー制度によるフリーフライデー実施

地籍調査事業
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■ 28,010 千円

355,683 千円

行きたいところへ行ける【移動】 307,109 千円

「主な事業」

■ 230,202 千円

■ 5,658 千円

■ 71,249 千円

モノや情報が容易に得られる【モノ情報】 48,574 千円

「主な事業」

■ 36,186 千円

【図３】上矢作スクール
バス

【図１】告知放送

【図２】いいじ里山バス
（有償運送）

【図４】中央公園

【図１】光秀ラッピング
列車（明知鉄道）

公共施設をつなぐ行政通信網や情報通信設備等の維持管理を行
います。

遠距離通学等対策事業

遠距離通学をしている児童・生徒が安心・安全に通学するため
の支援を行います。

　・スクールバス運行事業【図３】
　・遠距離通学対策

　市民の憩いの場としての都市公園の維持・整備を実施します。

　・都市公園等の維持管理
　・中央公園改修事業（用地測量委託）【図４】

地域情報運営事業

　・光伝送路施設保守事業
　・音声告知器整備事業【図１】

　・地域有償運送事業補助（いいじ里山バス、くしばす）【図２】

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。

　・明知鉄道運営支援【図１】
　・自主運行バス運行受託運行事業
　・【新規】MaaS実現に向けた公共交通データ取得方法検討調査
　　（2,000千円：補助事業）

基本施策:11

地域交通網対策事業

過疎地域などバスやタクシーが対応できないエリアに対し、地
域住民の主体による地域移送サービスの構築に向けた取り組みを
支援します。

憩いの空間維持・整備事業

基本施策:10

基幹交通対策事業

基本目標４　便利に暮らす（快適）
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■ 12,388 千円

1,458,634 千円

誰もが学び続けられる【学びの継続】 1,230,719 千円

「主な事業」

■ 16,263 千円

■ 146,130 千円

■ 7,250 千円

■ 46,039 千円

■ 9,630 千円

【図２】移動販売（くる
くるまめしょっぷ）

【図２】三郷コミュニテ
ィセンター

【図１】第２次恵那市総
合計画後期基本計画

【図３】しみチョコ勝ち
栗新パッケージ報告

【図５】ふるさと学習読
本(人物編　佐藤一斎)

【図４】教育・発達相談
センターあおば

基本施策:12

　・地域運営支援員設置事業
　・移動販売車運行支援事業【図２】

　・学級満足度調査（ハイパーＱＵテスト）等実施

　第２次恵那市総合計画における基本施策の目標指標の達成状況
に基づき検証を行うとともに、幅広い年齢層の意見を取り入れな
がら事業の推進を図ります。【図１】

学校教育研究事業

学校教育の資質向上のため、調査、研究、指導及び情報の提供
を行います。【図５】

特別支援教育体制の推進、不登校児童生徒に対する教育相談の
充実、発達障がいに係る関係機関との連携による相談、支援の充
実を図ります。

　・専門相談員の配置
　・教育・発達相談センターあおば運営【図４】
　・適応指導教室運営

　・【新規】サテライトキャンパス構想策定（12,000千円：補助
　　事業）

　コミュニティセンターを拠点とし、地域振興や生涯学習などを
推進します。

　・【新規】三郷コミュニティセンター改修工事（106,700千円
　　：単独事業）【図２】
　・【新規】飯地コミュニティセンター実施設計（3,377千円：
　　単独事業）

高等教育振興事業

教育発達相談支援事業

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、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。

山村振興地域等活性化事業

山村振興地域や過疎地域の活性化を推進するため、地域の主体
的な取り組みに対し支援を行います。

　・６次産業学習事業【図３】
　・通学費支援事業
　・【新規】特色ある学校づくり（ドローン授業）（240千円：単
　　独事業）

総合計画推進事業

基本目標５　いきいきと暮らす（活力）

コミュニティセンター管理事業

【第2次恵那市総合計画_基本計画の体系】
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■ 159,680 千円

■ 132,150 千円

■ 118,060 千円

■ 4,070 千円

■ 70,289 千円

■ 231 千円

　・【新規】三郷小学校改修工事（127,160千円：補助事業）【図７】

【図７】三郷小学校

【図６】一人一台配布さ
れたタブレット端末

【図８】タブレット端末
で学習アプリを活用

【図９】インターネット
市民講座収録

【図10】三郷バードウォ
ッチングの様子

【図11】人権同和問題講
演会

小学校教育振興事業

中央公民館講座運営事業

コミュニティセンター講座運営事業

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、
理科教育施設整備事業、特色ある学校づくり事業などを実施しま
す。また、ＩＣＴ教育では、発達の段階や教材に応じた指導内容
の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立します。

　・ＩＣＴ関連機器等維持管理、デジタル教材導入
　・【新規】ＩＣＴ教育学習アプリ等導入（24,670千円：単独事業）【図６】
　・【新規】県統合型校務支援システム導入（3,234千円：単独事業）

中学校教育振興事業

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・
理科教育施設整備事業・特色ある学校づくり事業などを実施しま
す。また、ＩＣＴ教育では、発達の段階や教材に応じた指導内容
の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立します。

　・ＩＣＴ関連機器等維持管理、デジタル教材導入
　・【新規】ＩＣＴ教育学習アプリ等導入（13,148千円：単独事業）【図８】
　・【新規】県統合型校務支援システム導入（1,848千円：単独事業）

生涯学習の拠点として、地域のコミュニティ活動・講座等の充
実を図ります。

　・市民講座開催【図10】
　・乳幼児学級の実施

人権尊重教育事業

講演会の開催などを通じて、子どもの人権、女性の人権、障が
い者の人権、外国人の人権などを理解し、共に支え合う共生社会
の推進を図ります。

　・人権教育ＰＲ事業【図11】

　・学習機会の提供、生涯学習団体の育成を推進【図９】

少年期、壮年期、老年期の各世代に応じた学習機会を提供しま
す。また、認定生涯学習活動団体を育成します。

　安心・安全に教育が受けられるように小学校施設の環境整備を
行います。

小学校施設改修事業

－ 15 －



■ 15,225 千円

■ 11,855 千円

■ 12,452 千円

■ 604 千円

■ 1,860 千円

■ 478,931 千円

　・【新規】恵那市学校給食センターアレルギー調理室建設工事
　　（100,794千円：補助事業）
　・【新規】山岡学校給食センター改修工事（77,840千円：単独
　　事業）【図17】
　・【新規】食物アレルギー対応支援栄養管理システム（2,728
　　千円：単独事業）

【図12】先人学習講座

【図13】少年の主張大会

【図17】山岡学校給食セ
ンター

【図14】新規購入図書の
コーナー展示

【図15】ブックスタート
の様子

【図16】ポップアップカ
ードづくりの様子

　中央図書館を中核として、市民の読書活動を推進します。

　・ブックサポーター等による読書活動推進【図16】

図書購入事業

読書習慣づくり事業

保護者に対し、読書の重要性について理解してもらうために、
乳幼児期から児童期にかけて継続した事業を行います。

　・ブックスタート事業【図15】
　・ファーストメッセージ事業
　・セカンドメッセージ事業

　・図書等の購入【図14】

　給食センターの環境を整え、より一層安全衛生管理の強化徹底
し、子どもの健全な発達に資するため、安全で美味しく魅力ある
学校給食の供給を図ります。

新刊の図書などを購入し蔵書の充実を図るとともに、図書の魅
力を紹介します。

地域力を活用し、社会全体で恵那市の未来を担う青少年の健全
育成を図ります。

三学のまち推進事業

まちづくりと連携した市民三学運動を推進するとともに、地域
全体で子どもたちの学びや成長を見守る仕組みを構築するため、
新たに地域学校協働活動に取り組みます。

　・三学まちづくり支援事業
　・市民三学地域塾【図12】
　・【新規】地域学校協働活動（7,001千円：補助事業）
　・【新規】先人顕彰事業（250千円:単独事業）

　・青少年の健全育成の推進【図13】
　・放課後子ども教室

青少年育成事業

読書環境推進事業

恵那市学校給食センター維持運営事業
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暮らしに豊かさが感じられる【豊かな暮らし】 72,355 千円

「主な事業」

■ 41,940 千円

■ 5,540 千円

■ 15,305 千円

■ 9,570 千円

もっと住みたいまちになる【住みたいまち】 155,560 千円

「主な事業」

■ 151,480 千円

■ 4,080 千円

競技スポーツへの関心を高めトップアスリート育成を目指すた
め、各種スポーツ団体・大会への支援を行います。

　・競技力向上支援【図４】

地域スポーツ推進事業

　・【新規】区画整理事業等可能性調査（4,000千円：単独事業）【図２】

　運動やスポーツを通じた健康づくり、子どもの健全育成を推進
するため、各種スポーツ教室・イベントなどへの支援を行います。

公益財団法人恵那市文化振興会が、芸術文化の振興並びに伝統
文化の保存等、市民文化の向上に寄与する活動を進めていくた
め、運営に対し支援を行います。

　・恵那暮らしサポートセンター運営
　・東京圏からの移住支援【図１】
　・結婚・婚活の支援
　・【新規】地域の関係人口創出促進事業（20,000千円：単独事業）
　・【新規】えなで暮らそう奨励金事業（45,200千円：単独事業）

【図１】美術展の様子

【図２】こども園運動あ
そび交流会の様子

【図３】市民大会の代替
大会の様子

【図４】スケート競技強
化育成選手

【図１】オンライン移住
相談の様子

【図２】正家第二土地区
画整理事業

住宅施策推進事業

リニアまちづくり基盤整備計画に基づき、良質的な住宅地を確
保するなど都市的土地利用を促進します。

基本施策:13

生涯スポーツ推進事業

基本施策:14

　・文化振興会育成事業
　・恵那文化会館、かえでホール自主文化事業
　・恵那市文化祭開催【図１】

　・こども園運動プログラム運用指導委託【図２】
　・生涯スポーツ推進等補助

移住・定住推進事業

移住・定住事業を推進し、恵那市に住み続けられる環境づくり
を図ります。

文化芸術振興事業

運動・スポーツを通じたコミュニティづくりを目指し、地域で
のスポーツリーダーとなるスポーツ推進委員、地域スポーツ推進
委員、各地区体育協会に対する活動支援を行います。

競技力向上推進事業

　・市民大会等運営委託【図３】
　・各地区体育協会支援
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2,181,889 千円

産業をつくり、育てる【産業】 1,037,979 千円

「主な事業」

■ 486 千円

■ 18,132 千円

■ 162,629 千円

■ 126,608 千円

■ 27,754 千円

　・農業振興地域整備促進審議会

　恵那市の優良農地の適正な保全・管理を行います。【図１】

【図３】恵那市産のイチ
ゴ

【図４】かんがい排水事
業

【図５】農道の修繕

【図１】優良農地の適正
な保全・管理

【図２】農作物被害防止
対策（電気柵）

鳥獣害対策事業

　鳥獣による被害から農地を守るための対策を行います。

　・農作物被害防止対策（電気柵）【図２】
　・有害鳥獣捕獲対策事業
  ・狩猟者育成事業
  ・恵那市猟友会活動支援

　・中山間地域農業生産基盤整備促進事業
　・県営ため池等整備事業
　・市単かんがい排水事業【図４】

　・土地改良施設維持管理【図５】

農業基盤整備事業

　・スマート農業技術導入支援事業
　・農業次世代人材投資事業
　・元気な農業産地構造改革支援事業
　・【新規】農業経営法人化支援総合事業（500千円：補助事業）

農業基盤維持管理事業

農地の集積化を推進し、経営体の規模や形態に応じたきめ細か
な支援を実施し、コロナを契機とした産地の拡大と雇用の創出を
促進します。【図３】

農業生産基盤及び農村生活環境の整備を一体的に行い、立地条
件を活かした農業と活力ある農村づくりを推進します。また、地
域に点在するため池を期間を分けて順次改修等実施し、地域全体
の防災安全度を効率的、効果的に向上させます。

土地改良施設の機能維持のため、維持補修工事、管理委託、原
材料支給等を行います。また、土岐川防災ダム一部事務組合負担
金、えな土地改良区運営補助金等を支出し、施設の適正管理を行
います。

農業振興地域整備促進事業

担い手育成事業

基本目標６　まちを元気にする（活力）

基本施策:15
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■ 26,590 千円

■ 13,970 千円

■ 25,518 千円

■ 41,342 千円

■ 237,164 千円

■ 357,786 千円

　・家畜診療業務【図７】
　・【新規】乳体細胞数測定装置購入（1,837千円：単独事業）

　・プレミアム付商品券事業【コロナ対策事業】
　・【新規】恵那市産業振興ビジョン再構築（1,000千円：単独事業）
　・【新規】恵那産業博覧会補助（1,450千円：単独事業）
　・【新規】ジバスクラム恵那運営事業（予約販売サイト構築、
　　企業研修誘致等）（32,087千円：単独事業）【図10】

　・カッとく！応援チケット！事業【コロナ対策事業】【図11】
　・中小企業小口融資事業
　・利子補給、保証料補給
　・商工振興補助事業

【図６】強い畜産構造改
革支援事業補助金施設

【図７】家畜診療風景

【図８】林道の落石撤去
作業

【図９】林道寺洞線改良
工事

【図10】グランピングイ
ベント（ジバスクラム）

【図11】カッとく応援チ
ケット

　・林道維持修繕【図８】
　・川向線修繕工事（Ｌ＝25ｍ、Ｗ＝４ｍ）他６路線
　

林業基盤整備事業

森林整備の推進、林業生産性の向上、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。

林業基盤維持管理事業

林道の機能保全、通行又は利用の安全確保のため、市が管理す
る林道を適切に管理します。

　・集落環境保全整備事業
　・寺洞線改良工事（Ｌ＝60ｍ、Ｗ＝４ｍ）【図９】
　・三森山線排水改良工事（Ｌ＝36ｍ、Ｗ＝５ｍ）

中小企業向けの低利融資や商工振興補助金などの支援により、
事業者の経営改善や発展を促進し、地場産業の育成及び活性化を
促します。また、コロナ禍における事業者の事業継続を支援しま
す。

商工業振興事業

稼ぐ力の強い持続する地域産業の形成を目指す「恵那市産業振
興ビジョン」を再構築し、経済団体と連携を図りながら各産業の
育成・支援に取り組みます。(一社)ジバスクラム恵那では、持続
可能な地域づくりを目指し、市内事業者の販売力、人材力、商品
力の向上を図ります。

起業・恵那ブランド育成事業

各種疾病予防対策の事業実施支援、繁殖雌牛増頭支援事業等に
より、畜産農家の経営安定及び畜産振興を図ります。

早期疾病治療及びワクチンによる疾病予防や新技術導入によ
り、畜産農家の経営向上・安定につなげ畜産振興を図ります。

畜産振興事業

　・効率的乳用後継牛確保対策支援事業
　・乳用牛素牛導入促進対策事業
　・死亡牛ＢＳＥ検査事業
　・飛騨牛生産基盤強化対策事業
　・繁殖雌牛増頭支援事業
　・強い畜産構造改革支援事業【図６】

家畜診療事業
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もっと訪れたいまちになる【訪れたいまち】 263,625 千円

「主な事業」

■ 3,070 千円

■ 19,110 千円

■ 31,431 千円

■ 114,738 千円

■ 32,431 千円

■ 62,845 千円

　・台湾をターゲットとした観光プロモーション事業【図３】
　・みのじのみのり祭開催支援
　・【新規】観光PRパンフレット作製（7,480千円：単独事業）

　・着地型観光コンテンツ創出支援事業
　・スポーツ合宿旅行誘致促進事業
　・スポーツ合宿宿泊費助成事業
　・ドローン関連イベント及びシンポジウム開催事業
　・観光客受入環境整備事業【コロナ対策事業】
　・【新規】道の駅・おばあちゃん市山岡改修事業（64,163千円
　　：単独事業）【図４】

【図１】日本語教室の様
子

【図２】ラリージャパン
ラッピング公用車出発式

【図３】2020台北国際旅
行博

【図４】道の駅・おばあ
ちゃん市山岡

【図５】明智光秀公産湯
の井戸

【図６】カヌー体験会の
様子

　スポーツツーリズムの観点から恵那市の魅力を発信します。

観光ＰＲ事業

恵那の魅力を国内外に向けて積極的に発信し、知名度やブラン
ド力向上を図り、観光客の誘客に繋げることで、域内観光消費を
活性化します。

観光資源活用事業

市内の観光地と観光資源の磨き上げや受入環境整備を行い活用
を図ることで、観光地としての魅力や質の向上に繋げます。

観光担い手育成事業

　・（一社）ジバスクラム恵那運営補助金
　・（一社）恵那市観光協会運営補助金
　・大河ドラマ「麒麟がくる」効果持続活用補助金【図５】

　・恵那峡ハーフマラソン開催
　・大正村クロスカントリー開催
　・【新規】オリンピックポーランドカヌーチーム事前キャンプ・
　　ホストタウン事業（47,121千円：単独事業）【図６】

恵那市の観光の担い手となる地域商社や恵那市観光協会等を育
成強化し、より満足度の高い観光サービスの提供を支援します。

　・恵那市国際交流協会支援【図１】

モータースポーツ推進事業

スポーツツーリズム推進事業

　恵那市国際交流協会の支援など国際交流を推進します。

交流人口拡大と地域活性化を図るため、モータースポーツを通
じた地域振興を推進するとともに、車文化の発展につながる取組
を展開します。

基本施策:16

国際交流推進事業

　・恵那笠置山モーターパーク周辺整備
　・【新規】ＷＲＣを活用した地域振興イベント開催（9,960千円
　　：補助事業）【図２】
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資源を活かし、まちを潤す【潤うまち】 35,215 千円

「主な事業」

■ 21,721 千円

■ 10,974 千円

■ 2,520 千円

リニア中央新幹線開通を活かす【リニア】 845,070 千円

「主な事業」

■ 27,790 千円

■ 590,290 千円

　・大洞亜炭道路線（工事Ｌ＝200ｍ Ｗ＝７ｍ、用地取得、登記）
　・飯地中野方線（工事Ｌ＝450ｍ Ｗ＝５ｍ、用地取得、補償物件）
　・寺田石山線（工事Ｌ＝97ｍ Ｗ＝7.5ｍ、用地取得、補償物件、登記）
　・笠置線（工事Ｌ＝40ｍ Ｗ＝6.5ｍ、用地取得、登記）
　・他10路線
　・【新規】槙ヶ根浜松線（詳細設計）（12,000千円：補助事業）

【図２】えないっぱい給
食

【図１】ふれあいエコプ
ラザ

【図３】地域材利用（木
の駅）

【図１】恵那西工業団地
開発イメージ図

【図２】道路改良事業

　・幹線道路などの主要市道の整備を行います。【図２】

地域材利用促進事業

地域資源を循環させる持続可能型の社会を形成し、地域の自立
と活力を高めるため、未利用材の活用の支援します。

地産地消に取り組み、学校給食を通じた食農教育を推進しま
す。また、食×農交流会を通じた域内消費の促進を図るなど、た
べる事業を推進します。

企業誘致推進事業

企業や本社機能の誘致、市内企業の再投資の促進、新産業の導
入による雇用の創出により、雇用機会の増加と所得の増加、併せ
て定住人口の増加や若者の定住化を促します。

道路整備事業

地産地消推進事業

　・企業等立地促進奨励金
　・えなじ～オフィス展開プロジェクト
　・【新規】工業団地開発事業（2,493千円：単独事業）【図１】

　・恵那の味・伝承講座
　・学校給食地産地消推進事業
　・えないっぱい給食【図２】
　・恵那市特産品の６次産業化推進事業
　・恵那市たべる推進協議会運営
　・【新規】恵那市産豚肉販路確保、消費拡大事業（2,000千円：
　　補助事業）

　・資源回収、環境美化活動支援
　・ふれあいエコプラザ運営【図１】
　・【新規】地域常設資源回収拠点設置（武並町、中野方町）
　　（8,256千円：補助事業）

　・林地残材搬出事業　【図３】

基本施策:18

３Ｒを推進し、ごみの分別の徹底、地域常設回収拠点設置及び
資源回収を行い、ごみ処理費の削減と循環型社会の形成を図りま
す。また、新しい取組としてフードロス対策を行います。

基本施策:17

ごみ減量化対策事業
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■ 226,990 千円

410,282 千円

市民サービスを向上させる【市民サービス】 114,400 千円

「主な事業」

■ 79,797 千円

■ 32,352 千円

■ 2,251 千円

地域コミュニティを守り、活かす【地域コミュニティ】 182,090 千円

「主な事業」

■ 182,090 千円

【図３】基盤整備計画

【図１】戸籍住民票の発
行

【図２】マイナンバーカ
ード

　・パスポート発行【図３】

旅券事業

　旅券の交付申請・発行業務を行います。

　・市道野尻野畑線他市道改良事業（詳細設計）
　・市道笠置町37号線道路改良事業（工事Ｌ＝710ｍ Ｗ＝５ｍ、
　　用地取得）
　・【新規】「恵那峡サービスエリアスマートインター」設置検
　　討調査等（15,235千円：単独事業）
　・【新規】市道長島町42号線道路改良事業（工事Ｌ＝550ｍ
　　Ｗ＝５ｍ、用地取得）（45,002千円：補助事業）
　・【新規】市道長島町56号線道路改良事業（待避所２カ所設置
　　工事）（29,500千円：補助事業）

住民基本台帳ネットワークシステム事業

全国の自治体などと専用回線で結び、全国共通の本人確認を可
能とする地方公共団体共同のシステムを利用し、住民票の広域交
付とマイナンバー制度の普及促進を図ります。

基本施策:19

戸籍住民基本台帳事業

住民基本台帳及び戸籍の適正な管理を実施し、市民サービス向
上のため、正確で迅速な事務処理と親切丁寧な対応を心掛け信頼
される窓口サービスを提供します。

リニア基盤整備事業

リニアまちづくり基盤整備計画による基盤整備を推進します。
【図３】

　・戸籍システム維持管理
　・窓口サービスの推進
　・東農５市諸証明等広域交付事業【図１】

　・住民票広域交付事業
　・個人番号カードの交付、更新【図２】

基本施策:20

地域計画に基づく地域での課題解決に向けた取り組みに対し、
地域のまちづくり活動を支援します。

地域自治推進事業

　・ふるさとえな応援寄附金を活用した地域活動支援
　・地域自治区運営協議会活動支援
　・地域のまちづくり活動支援【図１】
　・まちづくり活動施設修繕
　・【新規】旧岩村振興事務所活用調査（2,000千円：単独事業）

基本目標７　みんなでまちをつくる（担い手）

【図３】パスポートの交
付

【図１】移動支援「みか
さぎ」
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まちの担い手が育ち、つながる【担い手】 113,792 千円

「主な事業」

■ 105,222 千円

■ 8,570 千円

　活動団体を育成し地域を担う力を高めるため、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の活動を支援します。

【図２】恵那中央出張所
（えなえーる）

　・恵那中央出張所運営【図２】
　・男女共同参画の推進

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
ランに基づき、市民・企業・地域への啓発や女性の起業に向けた
支援を行います。

　・まちづくり団体支援【図１】
　・ふるさとえな応援寄附金積立

男女共同参画推進事業

基本施策:21

まちづくり市民活動推進事業

【図１】まちづくり団体
の活動
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 「はたらく」・「たべる」・「くらす」・「まなぶ」に

重点を置いた主要事業
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はたらく

■労働対策事業 千円

■森林保全促進事業 千円

■担い手育成事業 千円

■商工業振興事業 千円

■起業・恵那ブランド育成事業 千円

■観光資源活用事業 千円

　・着地型観光コンテンツ創出支援事業
　・スポーツ合宿旅行誘致促進・宿泊費助成事業
　・ドローン関連イベント及びシンポジウム開催事業
　・観光客受入環境整備事業【コロナ対策事業】
　・【新規】道の駅・おばあちゃん市山岡改修事業（64,163千円：単独事業）

185,790
（概要書11ページ）

　・森林環境譲与税活用事業
　・市有林間伐・皆伐再造林事業
　・【新規】恵那市木育事業 森のふれあい事業（1,000千円：補助事業）
　・【新規】林業就業移住支援事業（1,000千円：補助事業）
　・【新規】担い手対策支援事業（2,000千円：単独事業）

（概要書18ページ）

　・スマート農業技術導入支援事業
　・農業次世代人材投資事業
　・元気な農業産地構造改革支援事業
　・【新規】農業経営法人化支援総合事業（500千円：補助事業）

　・カッとく！応援チケット！事業【コロナ対策事業】
　・中小企業小口融資事業
　・利子補給、保証料補給
　・商工振興補助事業

＜市内企業の支援や地域産業の発展・活性化を図る＞

55,200
（概要書４ページ）

　・雇用対策協議会事業
　・恵那くらしビジネスサポートセンター事業
　・勤労者住宅・生活資金預託金
　・【新規】在宅ワーカー支援事業（300千円：単独事業）

357,786
（概要書19ページ）

162,629

237,164
（概要書19ページ）

　・プレミアム付商品券事業【コロナ対策事業】
　・【新規】恵那市産業振興ビジョン再構築（1,000千円：単独事業）
　・【新規】恵那産業博覧会補助（1,450千円：単独事業）
　・【新規】ジバスクラム恵那運営事業（予約販売サイト構築、企業研修誘致等）（32,087千
　　円：単独事業）

114,738
（概要書20ページ）

　魅力ある雇用の場の創出を支援するとともに、市内の労働者が働きやすい職場づくりを目指し
て、就労環境の充実を図ります。恵那くらしビジネスサポートセンターでは、関係団体等と連携
し、事業者の経営改善や起業、事業拡大を支援します。

　森林の有する多面的機能の維持や災害防止のため、森林環境譲与税を活用した森林管理制度を
推進し、間伐等の森林整備を促進するとともに、森林教育や担い手の育成を進めます。

　農地の集積化を推進し、経営体の規模や形態に応じたきめ細かな支援を実施し、コロナを契機
とした産地の拡大と雇用の創出を促進します。

　稼ぐ力の強い持続する地域産業の形成を目指す「恵那市産業振興ビジョン」を再構築し、経済
団体と連携を図りながら各産業の育成・支援に取り組みます。(一社)ジバスクラム恵那では、持
続可能な地域づくりを目指し、市内事業者の販売力、人材力、商品力の向上を図ります。

　中小企業向けの低利融資や商工振興補助金などの支援により、事業者の経営改善や発展を促進
し、地場産業の育成及び活性化を促します。また、コロナ禍における事業者の事業継続を支援し
ます。

　市内の観光地と観光資源の磨き上げや受入環境整備を行い活用を図ることで、観光地としての
魅力や質の向上に繋げます。
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■企業誘致推進事業 千円

たべる

■健幸まちづくり事業 千円

■農産物振興事業 千円

■恵那市学校給食センター維持運営事業 千円

■地産地消推進事業 千円

■男女共同参画推進事業 千円8,570

8,441
（概要書７ページ）

　・生活習慣病重症化予防のための運動支援事業
　・えな「美食と健幸」のひとづくり事業
　・健幸フェスタ事業
　・健幸ポイント事業
　・【新規】エーナ健幸の店事業（793千円：単独事業）

（概要書23ページ）

　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に基づき、市民・企業・地
域への啓発や女性の起業に向けた支援を行います。

　・恵那中央出張所運営
　・男女共同参画の推進

28,899
（概要書11ページ）

　・もうかる農業プロジェクト
　・耕作放棄地解消事業
　・水田フル活用推進事業
　・【新規】持続可能な食糧自給の構築（中山間地域所得確保推進事業）（5,000千円：補助事業）

　・企業等立地促進奨励金
　・えなじ～オフィス展開プロジェクト
　・【新規】工業団地開発事業（2,493千円：単独事業）

10,974
（概要書21ページ）

　・恵那の味・伝承講座
　・学校給食地産地消推進事業
　・えないっぱい給食
　・恵那市特産品の６次産業化推進事業
　・恵那市たべる推進協議会運営
　・【新規】恵那市産豚肉販路確保、消費拡大事業（2,000千円：補助事業）

478,931
（概要書16ページ）

　・【新規】恵那市学校給食センターアレルギー調理室建設工事（100,794千円：補助事業）
　・【新規】山岡学校給食センター改修工事（77,840千円：単独事業）
　・【新規】食物アレルギー対応支援栄養管理システム（2,728千円：単独事業）

＜地産地消や食文化の推進により産業の活性化や健康推進を図る＞

（概要書21ページ）

　企業や本社機能の誘致、市内企業の再投資の促進、新産業の導入による雇用の創出により、雇
用機会の増加と所得の増加、併せて定住人口の増加や若者の定住化を促します。

　健康寿命の延伸を目指し、市民のだれもが健康に関心を持ち正しい生活習慣づくりを進めるた
め各種事業を行います。

　農業振興に関する特産品の育成支援を行うとともに、各地域の特色を伸ばした新たな農業施策
の検討による強い農業の振興を図ります。

27,790

　地産地消に取り組み、学校給食を通じた食農教育を推進します。また、食×農交流会を通じた
域内消費の促進を図るなど、たべる事業を推進します。

　給食センターの環境を整え、より一層安全衛生管理の強化徹底し、子どもの健全な発達に資す
るため、安全で美味しく魅力ある学校給食の供給を図ります。
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くらす

■放課後児童対策事業 千円

■地域福祉推進事業 千円

■高齢者等生活支援事業 千円

■高齢者福祉施設大規模改修事業 千円

■生活困窮者自立支援事業 千円

■環境対策事業 千円

■保健推進事業 千円

（概要書５ページ）

　・介護老人福祉施設福寿苑（本館）改修事業
　・【新規】介護老人保健施設ひまわり改修事業（13,109千円：単独事業）

（概要書６ページ）

28,510

　・【新規】地域新電力事業（10,000千円：単独事業）

（概要書５ページ）

　・生活困窮者自立相談支援事業
　・生活困窮者就労準備支援事業
　・生活困窮者家計改善支援事業
　・被保護者就労支援事業
　・住居確保給付金
　・【新規】ひきこもり支援推進事業（1,060千円：補助事業）

46,492

（概要書５ページ）

　・高齢者生活等支援事業
　・成年後見制度利用支援事業
　・長寿高齢者祝い事業
　・認知症高齢者あんしん見守り登録制度事業
　・高齢者公共交通利用支援事業【コロナ対策事業】

　・成人歯科健診、若いひと健診
　・健診受診後の個別指導
　・がん患者医療用補正具助成、骨髄ドナー助成
　・【新規】高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（8,578千円：補助事業）

（概要書７ページ）
23,488

（概要書２ページ）

　・社会福祉協議会運営費等補助金
　・民生委員・児童委員協議会負担金
　・自殺対策の推進
　・【新規】包括的な（相談・参加・地域づくり）支援体制の準備（重層的支援体制整備事業へ
　　の移行準備事業）（14,159千円：補助事業）

＜安心・快適な生活環境を整備・提供する＞

　各種協議会や環境調査により、環境保全に努めるとともに安心安全な環境づくりを目指しま
す。また、地球温暖化対策として地域新電力の創設「恵那電力」の立ち上げを目指します。

　生活習慣病を予防するため、特定健康診査等事業と連携し、若年層からの保健指導や重症化の
おそれのある方への個別指導等を行います。

61,822
（概要書４ページ）

177,533

　・放課後児童クラブの運営支援事業
　・【新規】大井第三学童（大井小）エアコン設置（12,106千円：補助事業）

84,900

　就労等により保護者が不在となる時間帯の小学校就学児童に向け、放課後児童クラブサービス
を提供するための支援をします。

　セーフティネットの強化のため、介護や生活困窮などの既存の取り組みを活かしつつ、社会福
祉協議会等と協働で重層的支援体制整備事業の実施に向け包括的な支援体制の構築を進めます。

　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が安心した生活を送ることができるよう支援します。
また、高齢者の長寿を祝い、市民に高齢者の敬愛する心を育成します。

　様々な要因によって困窮し、又はそのおそれのある者に対して、経済的自立や日常生活の自
立、社会的自立のための様々な支援を早期的、包括的に行います。

187,497

　老人福祉施設の施設整備をすることにより、利用者が快適で安心できるサービスを提供します。
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■病院事業 千円

■非常備消防一般事業 千円

■非常備消防施設整備事業 千円

■都市農村交流事業 千円

■コミュニティセンター管理事業 千円

■移住・定住推進事業 千円

■ごみ減量化対策事業 千円

■リニア基盤整備事業 千円

　・市道野尻野畑線他市道改良事業（詳細設計）
　・市道笠置町37号線道路改良事業（工事Ｌ＝710ｍ Ｗ＝５ｍ、用地取得）
　・【新規】「恵那峡サービスエリアスマートインター」設置検討調査等（15,235千円：単独事業）
　・【新規】市道長島町42号線道路改良事業（工事Ｌ＝550ｍ Ｗ＝５ｍ、用地取得）（45,002千円：
　　補助事業）
　・【新規】市道長島町56号線道路改良事業（待避所２カ所設置工事）（29,500千円：補助事業）

　・恵那病院、上矢作病院運営事業
　・恵那病院、上矢作病院医療機器更新事業
　・【新規】市立恵那病院電子カルテ更新事業（490,000千円：単独事業）

　３Ｒを推進し、ごみの分別の徹底、地域常設回収拠点設置及び資源回収を行い、ごみ処理費の
削減と循環型社会の形成を図ります。また、新しい取組としてフードロス対策を行います。

（概要書８ページ）

（概要書21ページ）

　・資源回収、環境美化活動支援
　・ふれあいエコプラザ運営
　・【新規】地域常設資源回収拠点設置（武並町、中野方町）（8,256千円：補助事業）

（概要書14ページ）

　・【新規】三郷コミュニティセンター改修工事（106,700千円：単独事業）
　・【新規】飯地コミュニティセンター実施設計（3,377千円：単独事業）

39,400
（概要書10ページ）

　・【新規】上矢作分団器具庫解体工事（16,422千円：単独事業）
　・【新規】飯地コミュニティ消防センター改修事業（17,980千円：補助事業）

146,130

1,320
（概要書11ページ）

　・【新規】指定棚田地域振興活動事業（1,000千円：補助事業）

151,480
（概要書17ページ）

　・恵那暮らしサポートセンター運営
　・東京圏からの移住支援
　・結婚・婚活の支援
　・【新規】地域の関係人口創出促進事業（20,000千円：単独事業）
　・【新規】えなで暮らそう奨励金事業（45,200千円：単独事業）

758,940

21,721

（概要書10ページ）

　・消防団活動支援
　・【新規】消防団活動服の更新（17,691千円：単独事業）

126,880

226,990
（概要書22ページ）

　リニアまちづくり基盤整備計画による基盤整備を推進します。

　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
基盤を強化します。

　消防団員の活動に必要な被服の貸与や手当などを支給し、消防団活動を支援します。

　災害出動などに備えるため、消防団器具庫や活動用車両などを適正に管理します。

　棚田や農村風景などの地域資源を活かした地域づくり、景観保全活動の自主的活動の推進を図
ります。また、都市農村交流事業の拡大や交流人口の増加を目指します。

　移住・定住事業を推進し、恵那市に住み続けられる環境づくりを図ります。

　コミュニティセンターを拠点とし、地域振興や生涯学習などを推進します。
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まなぶ

■文化財の調査・保存・活用事業 千円

■総合計画推進事業 千円

■高等教育振興事業 千円

■小学校教育振興事業 千円

■小学校施設改修事業 千円

■中学校教育振興事業 千円

■三学のまち推進事業 千円

（概要書12ページ）

（概要書15ページ）

（概要書14ページ）

　・６次産業学習事業
　・通学費支援事業
　・【新規】特色ある学校づくり（ドローン授業）（240千円：単独事業）

（概要書14ページ）

　・【新規】サテライトキャンパス構想策定（12,000千円：補助事業）

（概要書16ページ）

16,263

　・ＩＣＴ関連機器等維持管理、デジタル教材導入
　・【新規】ＩＣＴ教育学習アプリ等導入（24,670千円：単独事業）
　・【新規】県統合型校務支援システム導入（3,234千円：単独事業）

118,060

7,250

　・正家廃寺保存整備事業
　・【新規】明知城跡総合調査事業（1,000千円：単独事業）

15,225

（概要書15ページ）

（概要書15ページ）

　・三学まちづくり支援事業
　・市民三学地域塾
　・【新規】地域学校協働活動（7,001千円：補助事業）
　・【新規】先人顕彰事業（250千円:単独事業）

＜ 三学のまち恵那として生涯学び続ける機会の充実を図る＞

　・【新規】三郷小学校改修工事（127,160千円：補助事業）

132,150

　市内に所在する文化財や歴史資料を調査・整備し文化財等の保存伝承と活用を図ります。

　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、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。

76,208

　・ＩＣＴ関連機器等維持管理、デジタル教材導入
　・【新規】ＩＣＴ教育学習アプリ等導入（13,148千円：単独事業）
　・【新規】県統合型校務支援システム導入（1,848千円：単独事業）

159,680

　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、理科教育施設整備事業、特色あ
る学校づくり事業などを実施します。また、ＩＣＴ教育では、発達の段階や教材に応じた指導内
容の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立します。

　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・理科教育施設整備事業・特色あ
る学校づくり事業などを実施します。また、ＩＣＴ教育では、発達の段階や教材に応じた指導内
容の充実を図り、新しい学びのスタイルを確立します。

　まちづくりと連携した市民三学運動を推進するとともに、地域全体で子どもたちの学びや成長
を見守る仕組みを構築するため、新たに地域学校協働活動に取り組みます。

　第２次恵那市総合計画における基本施策の目標指標の達成状況に基づき検証を行うとともに、
幅広い年齢層の意見を取り入れながら事業の推進を図ります。

　安心・安全に教育が受けられるように小学校施設の環境整備を行います。
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主なハード事業

・水道管路緊急改善事業配水管布設替事業（大崎羽白送配水管布設替え125,000千円、山岡
　田沢配水管布設62,000千円）

・恵那市浄化センター処理場耐震化、設備更新事業（98,000千円）

・介護老人保健施設ひまわり改修事業（13,109千円）

・市道道路整備事業（槙ヶ根浜松線12,000千円）

・リニア基盤整備事業（野尻野畑線他10,325千円、「恵那峡サービスエリアスマートイン
　ター」設置検討調査等15,235千円）

■工事（5,000万円以上）

・三郷コミュニティーセンター大規模改修事業（106,700千円）

・介護老人福祉施設福寿苑（本館）改修事業（157,113千円）

・道の駅・おばあちゃん市山岡改修事業（64,163千円）

・市道道路整備事業（飯地中野方線205,000千円）

・リニア基盤整備事業（笠置町37号線108,000千円）

■委託（1,000万円以上）

・三郷小学校改修事業（127,160千円）

・恵那市学校給食センターアレルギー調理室建設事業（100,794千円）

・重要給水拠点施設配水管布設事業（正家配水区東中工区96,000千円、武並配水区武並小工
　区64,000千円）

【令和２年度　12月補正予算（繰越明許5,000万円以上）】

・市道道路整備事業（飯地中野方線98,000千円、大洞亜炭道路線65,000千円）

・小学校トイレ洋式化事業（151,860千円）

【令和２年度　３月補正予算（繰越明許5,000万円以上）】

・市道道路整備事業（長島町130号線108,000千円）

・普通河川黒岩川河川改修事業（73,814千円）

【令和３年度　当初予算】
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新型コロナウイルス感染症対策事業

【令和２年度　２月補正予算（繰越明許）】

■新型コロナウイルスワクチン接種事業

■起業・恵那ブランド育成事業

【令和２年度　３月補正予算（繰越明許）】

■商工業振興事業

【令和３年度　当初予算】（再掲）

■商工業振興事業

■起業・恵那ブランド育成事業

■観光資源活用事業

■高齢者等生活支援事業

　・高齢者公共交通利用支援事業(60,000千円)

　・新型コロナウイルスワクチン接種事業（338,748千円）

　・カッとく！応援チケット！事業（243,000千円）

　・小規模事業者活動支援事業（40,000千円）

　・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金負担事業（24,640千円）

　・プレミアム付商品券事業（189,000千円）

　・カッとく！応援チケット！事業(243,000千円)

　・観光客受入環境整備事業(10,000千円)
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