地域振興計画（案）について

【まちづくりの方向性】

（１）計画の位置づけ

（２）計画の構成

大和

誇り高きこころを育み 人の流れを起こし 産業に結びつく地域づくりを進めます
～みんながつながり、広がる古今伝授の里「大和」～

第２次郡上市総合計画後期基本計画の策定に

この計画は、地域における「産業・雇用」、「環境・防災・

伴い、各地域（振興事務所エリア）における分野別

社会基盤」、「健康・福祉」、「教育・文化・人づくり」、「自

の現状と課題を整理し、今後の地域づくりの指針と

治・まちづくり」の５つの分野について地域の現状と課題、

郡上市総合計画

なる地域振興計画（案）を作成しました。

目指す将来像、施策と主な取り組み、また、小さな拠点と

後期基本計画の重点

総合計画後期基本計画（基本目標６）には、この
中から地域の特徴的な施策を抜粋し、分野の枠を
超えた３つの取組を「重点」として記載しています。
共通：

地域振興計画 分野別計画
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標
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③
「
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・
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祉
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④
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・
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り
」

て記載しています。
第１章 基本的事項
地域の概況、人口推計、産業（就業者数と事業所数）を
記載しています。

まちづくりの方向性

①
「
産
業
・
雇
用
」

ネットワークの形成にむけた地域の現状と方向性につい

⑤
「
自
治
・
ま
ち
づ
く
り
」

第２章 分野別計画
５分野における地域の現状と課題、目指す将来像、施策
と主な取り組みについて記載しています。

重点１

第４章 地域における小さな拠点とネットワークづくり

重点２

地域の現状を小学校区ごとにまとめています。また、小さ
な拠点とネットワークづくりの方向性を記載しています。

重点３

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用
環境・防災
・社会基盤
健康・福祉

第３章 小さな拠点とネットワークの形成にむけて
エリア設定や地域運営の仕組みづくりについての考え方
を記載しています。

教育・文化
・人づくり
自治
・まちづくり

地域資源を活かして地域が活性化しているまち
地域ブランドの磨き上げ、大和の魅力の効果的なＰＲ・整備、地域ぐるみでの農業経営・獣害対策

安心して過ごせるまち
自主防災組織の育成・充実、地域の安全・安心のための連携、不法投棄の監視・外来種の駆除

健康で長く暮らせるまち
地域の支えあい・見守りの仕組みづくり、子ども・子育て支援の充実、長寿社会に向けた健康づくり
みんなが地域を知り愛着と誇りをもつまち
地域とつながる小学校の統合と地域とつながる中学校、みんなで地域を学ぶ体制づくり
みんながつながる大和づくり

市民が主体となって地域の活性化や課題解決等に取り組むことができるまち
「古今伝授の里づくり」の推進と担い手づくり、地域住民による地域課題解決への取り組み
住環境の保全と移住定住の促進

【まちづくりの方向性】

八幡

歴史と伝統を守り 互いに支え合う住民主体の地域づくりを進めます

【まちづくりの方向性】

白鳥

～水とおどりと心のふるさと郡上八幡～
郡上市総合計画
後期基本計画の重点

重点１ 魅力的で安全なまちづくり
重点２ 地域資源を活かした産業振興
重点３ 住民主体による持続可能な地域づくり

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用
環境・防災
・社会基盤

地域産業の活性化により人材と雇用の場が確保されたまち
商店街等地域商業の活性化、地域資源を活かした産業振興、人材と雇用の場の確保
文化や景観を守り、暮らしの基盤が整うまち
市民協働による防災力の強化、災害に強いまちづくり、地域環境の保全・形成

重点１ 古今伝授の里づくりと担い手づくり
重点２ 大和地域ブランドの磨き上げ
重点３ みんながつながる大和づくり

地域資源を活用し 市民協働による いつまでも住み続けたいと思う
地域づくりを進めます
～白山文化の里しろとり～
郡上市総合計画
後期基本計画の重点

重点１ 道路網の有効活用によるまちづくり
重点２ 白山文化を活用した市民協働による地域の魅力向上
重点３ コミュニティの輪を広げる住民主体の地域づくり

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用
環境・防災
・社会基盤

地域資源を活かした活力ある産業、観光振興と安定した雇用を創出するまち
交通結節点を活用したヒト・物・情報の交流、白鳥おどりの環境整備、農産物のブランド化
防災組織等の連携による地域防災力の高いまち
防災力の強化、消防団の活動継続に向けた取り組み、広域防災拠点を活用した防災力の向上

健康・福祉

地域住民が主体的に参画し支え合う共助の地域
住民主体の支え合い機能、子ども・子育て支援の充実

健康・福祉

健康で生きがいを持ち、いきいきとした暮らしのできるまち
地域支え合い体制づくりの推進

教育・文化
・人づくり

伝統文化が継承され、文化・スポーツ活動が盛んなまち
文化・スポーツ活動の充実と指導者の確保、伝統文化・芸能・行事の継承支援

教育・文化
・人づくり

白山文化に係る歴史・文化と豊かな自然や伝統文化を活かした持続可能な営みを学び体感
できるまち
伝統文化の継承・保存活用、白山文化の活用

自治
・まちづくり

新たな担い手が育ち、住民主体の地域づくりが進むまち
移住定住の促進と担い手づくり、継続性と実効性のある体制づくり

自治
・まちづくり

いつまでも住み続けたいと思うまち
市民協働のまちづくりの推進、若い世代の担い手づくり

【まちづくりの方向性】

高鷲

自然と共存した文化の継承と 安定した生活を送れる地域づくりを進めます

【まちづくりの方向性】

住民主体による手づくり自治と産業の創出を目指します

明宝

～開拓の心を伝える長良川源流の里「たかす」～
郡上市総合計画
後期基本計画の重点

重点１ 自然環境の保全と開拓精神の継承
重点２ 産業振興による地域の活性化
重点３ 誰もがいきいきと暮らせる地域づくり

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用
環境・防災
・社会基盤

郡上市総合計画
後期基本計画の重点

スノーリゾート形成の促進、グリーンシーズンのコンテンツ確立、農業振興による雇用機会の創出

防災意識が高く助け合える地域

長良川源流の里として豊かな自然を守り育む地域

防災意識の向上、環境保全意識の向上、蛭ヶ野高層湿原植物群落の保護

健康・福祉

教育・文化
・人づくり

開拓精神を未来に受け継ぐ教育活動とウインタースポーツを通した生涯スポーツの盛んな地域
将来を担う児童・生徒に向けた活動・育成支援、文化財の保護と伝統芸能の伝承保存
たかす開拓記念館を利用した開拓史の保存と継承
小さな拠点エリアを新しいコミュニティとして、皆が支えあう地域
交通・買い物弱者のための支援、地域住民の結びつきを深めるための活動、空き家対策

重点１ 地域活性化の拠点づくりによる産業・雇用の創出と経済の好循環の確立
重点２ 地域資源の有効活用と社会基盤の変化に対応した地域づくり
重点３ 持続性のある地域活性化を進める地域デザインづくり

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用

ずっと、働きたくなる明宝
地域活性化の拠点づくり、組織運営の充実
地域資源の活用による経済の好循環と産業・雇用の創出

環境・防災
・社会基盤

ずっと、安心して住みたくなる明宝
地域資源の有効活用、防災・減災の推進、自動運転サービスや公共施設の有効活用など新しい
社会基盤の創出

健康・福祉

いつまでも、健やかで安心できる明宝
少子高齢化に対応するための生活支援の充実、地域一体となった支え合いの仕組みづくりの推進

教育・文化
・人づくり

いつまでも、参加したくなる明宝
未来を担う人材の育成、食文化やスポーツツーリズムによる交流活動の推進
地域の実情に即した施設の整備

産業の活性化と雇用を創出する地域

明るく子育てができる、誰もが健康でいきいきと暮らせる地域
高齢者の健康づくり・生きがいづくりへの支援、多世代間交流施設を利用した活動への支援
子育て支援環境の充実

自治
・まちづくり

～アフターコロナ社会とデジタル化に対応したハンドメイドの里「めいほう」～

自治
・まちづくり

ずっと、参画したくなる明宝
持続性のある地域活性化を進める地域デザインづくり・拠点づくり・自治力づくり

【まちづくりの方向性】

美並

魅力的なコミュニティの形成による「住みつづけたい地域」づくりを目指します

【まちづくりの方向性】

和良

～円空のふるさと美並～
郡上市総合計画
後期基本計画の重点

重点１ 地域資源の活用と交流による産業振興
重点２ 地域の魅力の効果的な発信による観光振興
重点３ 住民の交流と地域の支え合い

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用
環境・防災
・社会基盤
健康・福祉

教育・文化
・人づくり

自治
・まちづくり

美並の地域資源を活かした観光ＰＲ及び地産地消の取り組みによる地域活性化
事業者間の連携と観光ＰＲ、新たな雇用創出やＩＣＴ活用、地産地消による「ふるさとのよさ」再発見

郡上市総合計画
後期基本計画の重点

住み慣れた場所で生涯を通じて安心して過ごせる地域
高齢者に対する地域の見守りの強化、ふれあいの場の確保、子育ての環境の充実

社会教育・生涯スポーツの推進により、自ら取り組もうとする人々の主体性やつながりが
育まれ、地域づくり活動へ輪がつながっていく好循環を生み出すまち
「生涯学習・生涯スポーツ」を基盤とした人づくり・つながりづくりの推進、「円空」を核とした地域
の魅力の効果的な発信、「ふるさと美並」の魅力を未来につなぐ生涯学習の展開
人と人とのつながりを強くし、住民が主体となった地域づくり
住民交流による地域づくり、住民同士で支え合う地域づくり、住民連携による住みやすい地域づくり

重点１ 地域の資源を活かした魅力ある地域づくり
重点２ 笑顔があふれる住みよい地域づくり
重点３ 地域の力で将来につなぐ和良づくり

【地域振興計画 分野別計画】 （目指す将来像と施策）
産業・雇用

道の駅和良が農業、観光など産業振興の拠点機能を果たし、コミュニティビジネスが
活性化され、地域経済が循環する和良
山林・農地を地域で守る仕組みづくり、道の駅和良を拠点とした地域産業の振興

環境・防災
・社会基盤

地域の支え合いにより災害に強く安心して暮らせる和良
和良川の豊かな自然を将来へつなげるまちづくりの推進、地域防災力の強化と防犯意識の醸成
道路網など社会基盤の変化への対応

健康・福祉

地域医療を地域の力で支えて地域の安心を守り続けていける和良
「まめなかな和良２１プラン」の推進、地域医療を確保していくための取り組みの支援

市民協働による良好な生活環境づくり及び災害に強いまちづくり
地域美化活動の推進、防災体制の確立、災害危険箇所の早期発見と災害発生防止の推進

地域資源を活用した産業振興を図り いつまでも安心して暮らしていける
地域づくりを進めます
～緑豊かな清流の里「和良」～

教育・文化
・人づくり

地域文化を地域で見直し、地域プライド（誇り）を守っていく和良

自治
・まちづくり

地域の拠点機能が維持され、交流や移住の推進などにより持続可能な和良

和良にある貴重な歴史遺産を地域振興へ、スポーツを通した住民交流と健康づくり

地域の拠点機能の地域によるマネージメント、交流・移住の推進

