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＜参考＞
まちづくり支援に関する今年度の支援計画

○まちづくり支援チーム派遣地域

地 域 支援目的 これまでの支援実績 今年度の支援計画

揖斐川町 ・谷汲山華厳 ・参道（町道）との一体的な景観 ・支援チームの派遣最終年

谷汲門前地区 寺の門前町 形成のための県道整備（モニュ 度として、参道（町道）

（H19.6.15編 にふさわし メント等の設置） と一体となった県道整備

成） い魅力有る ・平成１９年からまちづくり交付 を行い景観形成事業を仕

街並みの整 金（国土交通省）を活用し、以 上げる

【谷汲門前街 備 下の整備事業を実施 ＜方針＞

並づくり委員 ・活気、賑わ ・参道（町道）の整備 ○門前町としての魅力であ

会】 いの創出 ・家屋修景事業 等 る統一感ある街並み整備

など、景観形成事業によ

り集客増を図る。

○まちづくり活動が継続的

に行える体制をつくる。

飛騨市 ・棚田、板倉 ・宿泊施設「板倉の宿・種蔵」の ・棚田や板倉の風景と合致

宮川町種蔵地 の景観資源 受け入れ体制づくりに向けた体 させるための公民館の修

区 の保全 験宿泊の実施 景を補助

（H19.6.15編 ・宿泊交流施 ・新そばまつりに合わせたモニタ ・宿への案内看板設置補助

成） 設での交流 ーツアーの実施 ＜方針＞

人口の招き ・郷土料理の再生（豆腐、在来種 ○継続的な景観保全策を検

【種蔵を守り 入れ のそば栽培）など、食事メニュ 討するとともに、農業体

育む会】 ・種蔵集落の ーに関する助言、研修のあっせ 験と合わせた宿泊客増を

維持、保全 ん 図る。

・宮川地区固有のそばの種を、県 ○そばやミョウガなど特産

研究機関が提供 等 品開発の支援を進める。

○まちづくり活動が継続的

に行える体制をつくる。

下呂市 ・地域づくり ・地域づくりビジョン「馬瀬地方 ・ウオーキングしやすい河

馬瀬地区 ビジョンの 自然公園づくり計画」策定に対 川改修

（H20.5.13編 策定 する助言 ・あじめどじょう寿司の開

成） ・鮎、農村景 ・地域イメージの関する県職員ア 発・販売支援補助

観、馬瀬川、 ンケートの実施 ・ウオーキングマップ作成

【馬瀬地方公 温泉などの ・広報番組制作支援 補助

園づくり委員 地域資源を ・特産品（あじめどじょう寿司） ・ホームページ作成補助

会】 活用したま の開発支援 等 ＜方針＞

ちづくり ○ウオーキング道の整備や

周遊ルートの設定など歩

くことができる村づくり

を支援する。

○馬瀬地方自然公園づくり

計画の着実な実行とホー

ムページ作成による「馬

瀬」のＰＲを支援する。
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土岐市 ・地域振興計 ・地域振興計画「駄知産業活性化 ・駄知進入部の県道整備

駄知地区 画の策定 プラン」策定に対する助言 等 ・散策コース整備及びマッ

（H20.5.13編 ・陶磁器産業 ・県の支援が住民のまちづくりに プの作成補助

成） を活用した 対する意識を高め、２０～３０ ・まちなか案内看板作成補

産業観光の 代の若い世代の委員会参加者が 助

【駄知町地域 まちづくり １０人増加（計３７人） 等 ＜方針＞

産業活性化委 ・陶磁器産業 ○まちなか再生（景観形成、

員会】 力向上 周遊ルート設定等）に向

けた検討を行う。

○住民のまちづくりに対す

る意欲は高いことから、

その思いを具現化する計

画づくりを支援する。

御嵩町 ・地域づくり ・名鉄御嵩駅等の景観形成、街並 ・可児薬師前の県道カラー

御獄宿地区 ビジョンの み整備 舗装

（H20.9.17編 策定 ・交流拠点施設「街道みたけ交流 ・交流館の整備支援

成） ・歴史資源を 館（仮称）」の整備支援 ・犬矢来、灯籠の整備、
いぬやらい

連携させた ・地域づくりビジョン「御嶽宿地 景観形成補助

【みたけ地域 まちづくり 域景観等整備指針」策定に対す ＜方針＞

活性化委員 ・街並み整備、 る助言 等 ○御嶽宿の魅力を高め、集

会】 交流拠点の 客を図るため、県道整備、

整備等のた 交流館整備や街並みに統

めの各種支 一感を出すための景観形

援策の活用 成を支援

郡上市 ・地域づくり ・地域づくりビジョン「いとしろ ・景観整備のための河川改

石徹白地区 ビジョンの ビジョン」の策定に対する助言 修

（H19.9.26編 策定 ・国の補助制度の採択支援（内閣 ・名所案内看板作成補助

成、H21.3.31 ・ビジョン策 府、国土交通省、農林水産省） ・交流イベント補助

終了） 定のための ・特産品開発（とうもろこし等） ＜方針＞

トライアル に向けた助言 等 ○フォローアップとして、

【石徹白地区 事業の実施 河川沿いの景観形成、拠

地域づくり協 点施設改修及び活用、

議会】 観光案内看板製作、交流

イベントなど、継続的な

活動を支援する。
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○岐阜の宝もの認定事業（まちづくり関連）

地 域 支援課題 これまでの支援実績 今年度の支援計画

下呂市小坂町 ・受け入れ態 ・小坂の滝遊歩道整備補助 ・さらなる誘客を図り、新

（小坂の滝め 勢（アクセ ・林道整備 たな観光地としての機能

ぐり） ス道、ビジ ・ＰＲ冊子の作成 を高めるため、遊歩道の

ターセンタ ・各種広報媒体へのＰＲ 整備、トイレの設置等を

ー、トイレ ・小坂の滝めぐり直行バス運行補 支援

等）の整備 助 等 ＜方針＞

・継続的な誘 ○周遊ルートの設定など地

客事業 など 域一体となった誘客を図

るなど、活性化につなが

るための検討を実 施。

岐阜市川原町 ・継続的な誘 ・平成１６年からまちづくり交付 ・住民団体による案内看板

客事業 金（国土交通省）を活用し、以 設置、提灯作成による修

・周辺観光地 下の整備事業を実施 景事業、街並みマップ作

と連携した ・鵜飼観覧船待合所の改築 成を補助

周遊ルート ・鵜飼観覧船事務所の外観整備 ＜方針＞

の確立 など ・無電柱化 等 ○街並み整備はほぼ終了し

ていることから、ピンポ

イント的な景観形成や案

内看板の設置などを支援

する。

中山道 ・沿線の修景 ・案内標識の統一デザイン化 ・統一デザイン案内標識の

・ウオーキン ・Ｈ２０：４０基 整備（８１基予定）

グ旅行商品 ・Ｈ２１：８１基（予定） ＜方針＞

など周辺観 ・県内１７宿すべてに順次整 ○新たに「じまんの原石」

光資源との 備する として７宿を認定するな

連携 など ど、中山道一体となった

・「中山道ウオーキングスタンプ 支援を行う。

ラリー」の実施 ○特に、御嶽宿はまちづく

り支援チーム派遣地域で

あることから、修景事業

や交流拠点施設の建設等

を支援し、まちづくりと

しての成果を上げる。

岐阜の
宝もの

明日の
宝もの

明日の
宝もの


