郡上市は、平成１６年３月１日に旧郡上郡７町村が合併して誕生し、平成１８年に
は市政運営の指針となる「郡上市総合計画」を策定して、新しい自治体としての基礎
づくりを行ってきました。
この中の前期基本計画が平成２２年度をもって終了するため、このたび、平成２３
年度から平成２７年度の５年間を期間とする「後期基本計画」を策定しました。
本市を取り巻く状況は地域経済の低迷に加え、人口の減少や少子化と高齢化の進行、
財政規模の縮小など大変厳しい局面を迎えています。さらに平成２６年度以降は合併
による地方交付税算定の特例措置の段階的縮減が始まり、この支援措置が終了する
平成３１年度には、人口減少による減額分も含め地方交付税が大幅に減少する見込み
であります。
こういう時こそ、わたくしたちはふるさとの大地にしっかり根を張り、市民の皆さまと行政が知恵と力
を出し合って、「誰もが地域に愛着と誇りをもち、安心して元気で暮らし続けられる郡上づくり」に取り
組んでいくことが必要であると考えます。
後期基本計画では、市民の皆さまが真に市政や地域の主人公であると言えるような市民自治を確立して
いくことを目標に、「地域資源を活かした産業の振興」と「地域における支え合いの仕組みづくり」を
重点とし、そのための人づくりも含め市民の皆さまと一体となって取り組みを進めていく所存です。
結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見やご提案を賜りました市民の皆さまや総合計画審議会、
地域審議会の皆さまに心から厚くお礼申し上げます。
平成２３年３月

郡上市長
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方針

①郡上ブランド創出プロジェクト
郡上の個性を磨いて魅力あるまちづくりを進めます

地域資源を活かした産業振興

①郡上学を推進します

郡上に愛着と誇りを持ち、郡上のために行動する市民
（郡上人）を育てるため、郡上について学ぶ機会づくりを
進めます

②個性のある地域づくりを
推進します

これまで各地域で培われてきた歴史や伝統文化等を
テーマとした個性のある地域づくり活動を継承し、推進
します

②交流のまちプロジェクト
郡上の魅力をつないで、多様な「交流の仕組み」づくりを進めます

①地域資源を活かした産業を
振興します

「食の王国 郡上づくりプロジェクト」を推進するととも
に、スポーツ合宿村や自然体験等の交流ビジネスの創業
を支援します

②地域経営をマネジメントする
仕組みづくりを行います

第三セクター等と連携し、新たに公を支える仕組みと
して、「地域経営戦略会議」を設立します

③地域に根ざした郡上のモノ
づくりを支援します

地域資源に郡上らしさを伝えるデザインを付加した商品
開発や販路の開拓などを支援する「郡上モノづくりプロ
ジェクト」を推進します

地域における支え合いの仕組みづくり

③定住のまちプロジェクト
住み続けたい夢のもてる美しいまちづくりを進めます

①地域の暮らしを支える
仕組みづくりを行います

自治会や公民館等の連携による地域の支え合いの仕組
みとして、「自立型コミュニティ」の形成を進めるととも
に、コミュニティビジネスの創業を支援します

②交流を推進し、定住人口を
確保します

郡上の体験プログラムの提供を通じて都市住民等に
郡 上 の 魅 力 を 伝 え る と と も に 、 郡 上 の 暮 ら し ぶ りや
住まいの情報、就労など総合的に対応する態勢づくり
を進めます

③人口減少の抑制に取り組み
ます

結婚活動の支援や子どもを産み育てやすいまちづくり
の推進、地元雇用の促進等に取り組みます

④市民協働を推進し、市民自治
の確立を目指します

協働を行う組織間の調整を行う「（仮称）市民協働センタ
ー」の設置を進め、「（仮称）自治基本条例」の制定に向け
て取り組みます

①産業・雇用

地域資源を活かして産業を育てるまち

(1)自然と共生した農・林・畜産・水産業を育てます

⑥地域振興
個性あふれる地域づくりを
推進するまち

(2)人・もの・情報の集まる商工業を育てます
(3)地産地消を推進します
(4)地域産業の核となる観光・交流産業を育てます
(5)雇用の場・機会を創出します

②環境・防災・社会基盤

美しい水と緑を守り、暮らしの基盤が
整う共生のまち

(1)自然環境を守り、快適な住環境の実現を目指します
(2)廃棄物対策を推進し、循環型社会を実現します
(3)暮らしの中の安全・安心を守ります
(4)利便性と安全・安心の基盤整備を進めます

(1)「郡上八幡」ブランドを活かしたまち
づくりを推進します
(2)中心市街地の空洞化を防ぎ、賑わいの
あるまちづくりを推進します
(3)コミュニティの場づくりなど、高齢者
にやさしいまちづくりを進めます
(1)歴史豊かな「古今伝授の里郡上大和」
の文化を全国へ発信します
(2)産業構造の転換と新たな雇用の場の
開発を支援します
(3)有害鳥獣対策として、「ジビエ料理」
の特産化など新たな取り組みを実施
します
(4)第三セクターと連携した地域振興を
進めます

(5)公共交通網を整えます
(6)情報基盤を整備・活用し、暮らしの可能性を広げます

③健康・福祉

支えあい助け合う安心のまち

(1)安心して子どもを産み、育てることのできるよう支援を
充実します
(2)心身とも健やかな暮らしの実現を目指します
(3)自立を支援できる総合福祉を目指します

④教育・文化・人づくり

香り高い地域文化と心豊かな人を
育むまち

(1)「確かな学力」と「豊かな心」を育てる教育活動と
教育環境を充実します
(2)市民が地域文化に触れる機会を広げます
(3)スポーツを通じて交流の機会を広げます
(4)生涯学習の充実を図り、地域を担う人材育成の機会を
広げます

⑤自治・まちづくり

市民と行政の協働により自律するまち

(1)市民と行政の協働によるまちづくりの仕組みを整えます

(1)白山文化を活かした地域づくりを推進
します
(2)奥美濃カレーなど地域の観光資源を
活かした産業を振興します
(3)市民に親しみやすく、活気のある商店
街づくりを推進します
(4)トレッキングやウインタースポーツ
などのスポーツを振興し、地域の活性化
を図ります
(1)長良川の「源流の里」としての価値を
高めます
(2)農畜産品のブランド化や農林業体験
イベントの企画などにより、農林業の
振興を図ります
(3)観光モデルコースの確立など、地域
の資源や特性を活かした観光振興を
図ります
(1)「円空のふるさと」の情報発信と文化
の創造を目指します
(2)長良川の恵みを活かしたレジャー環境
づくりを進めます
(3)第三セクター・農業法人等と連携し、
産業を振興します
(1)もくもく市場の開設など、里山資源を
守り有効に活用します
(2)買物支援など、高齢者が安心して
暮らせる地域づくりを推進します
(3)地域団体等を支援し、地域資源を活用
した新たな振興事業を推進します

(2)すべての市民が尊重される地域社会を目指します
(3)交流・連携によるまちづくりを推進します
(4)市民にとって身近な市役所を目指します
(5)市民にわかりやすい開かれた市政を進めます
(6)成果を重視する効率的な行財政運営を進めます

( 1 ) ｢日本一の和良 鮎」のブランド化を
進めます
(2)安全で住み良い地域をつくります
(3)若者が定住できる地域をつくります
(4)自主運行バスの整備など、高齢者に
やさしい地域をつくります

平成１８年に策定した郡上市のまちづくりの指針となる郡上市総合計画では、基本構想で定めた市の基本理念
「みんなでつくる郡上～人と自然が調和した 交流文化のまち～」や将来像「訪ねたいまち、輝きたいまち、
住みたいまち」を実現するため、計画期間を５年間とした前期基本計画を策定し、まちづくりに取り組んできま
した。この前期基本計画が平成２２年度で終了するため、この程【後期基本計画】を策定しました。
後期基本計画は今後５年間（平成２３年度から平成２７年度まで）のまちづくりの基本的な施策を示すもので
す。基本計画で定めた施策の具体的な展開を図るため、財政状況を踏まえて実施計画を策定します。
郡上市総合計画の構成
基 本 構 想
（H18～H27）
前期基本計画
（H18～H22）

基本理念
みんなでつくる郡上
～ 人と自然が調和した 交流文化のまち ～

将来像
訪ねたいまち 郡上【交流】
輝きたいまち 郡上【活力】
住みたいまち 郡上【安心】

後期基本計画
（H23～
H23～H27）
H27）

今回この部分を
策定しました

後期基本計画は、基本構想に示す本市の将来像を
実現するための具体的な施策として、シンボル基本
計画と分野別基本計画により構成します。
基本計画事業を着実に行うため、計画の実行と
予算を連動して一体的に進めます。

後期基本計画の構成
後期基本計画

実施計画による進行管理
基本計画事業
○▽事業
○○事業

基本計画事業ごとに事業
内容、事業費、財源内訳等
を整理した実施計画を作
成し、進行管理を行いま
す。

シンボル基本計画

分野別基本計画

方針

方針

施策

施策

基本計画事業

基本計画事業

基本計画事業

基本計画事業

また、施策の評価は、計画が目指す成果の達成状況
を検証するために重要です。成果指標の基準値と
目標値を平成 23 年度に定めます。
●何をどれだけ実施したかという実績
（アウトプット） 例）起業講座開催回数○○回

方
針
数 3
施
策
数 9
基本計画事業数 22

方針数 48（うち地域 24）
施策数 138（うち地域 61）
基本計画事業数
361（うち地域 125）

●事業の実施によってどのような変化がみられるか
（アウトカム） 例）起業講座開催による起業件数の増
検証結果を事業の
改善につなげます

結果の公表
分析検証の結果をホーム
ページ等で公表します。

分析・検証
成果指標に対する評 価に
ついて分析と検証を行い
ます。
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