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（参考資料）新ビジョンの地域連携の方針（案）について（第 25 回三遠南信サミット時点） 

 

１ 地域連携の政策体系 

基本方針 推進方針 主要施策 

道 

中部圏の中核的都市圏 

となる地域基盤の形成 

人とものの交流促進 

地域基盤となる広域ネットワークの整備 

広域ネットワークの効率的な利用促進 

情報の交流促進 

県境を越える情報共有化の推進 

情報通信技術の高度化に伴う基盤の整備 

技 

革新を取り込む 

産業創造圏の形成 

既存産業の活力増進 

人材・労働力の確保・育成 

広域的な産業連携活動の推進 

産業創造力の強化 

企業誘致と特徴ある産業クラスターの形成 

技術革新に対応した新産業の創出 

起業家支援とソーシャルビジネスの育成 

風
土 

塩の道文化創造圏の形成 

地域資源を活かした 

広域観光の推進 

広域観光プロモーションの推進 

広域観光を推進するネットワークづくり 

地域資源の保存と継承 

塩の道文化の啓発と人材の確保・育成 

歴史・文化・自然資源の保全 

山
・
住 

安全安心な 

広域生活圏の形成 

流域定住推進モデルの形成 

移住・定住事業の広域的連携の推進 

広域的な健康づくり事業の推進 

広域的な防災体制の充実化 

公共施設等の有効的な広域利用 

自然資源の循環利用の推進 

流域自然資源の広域的な有効利用 

環境保全活動の推進 

人 

地域の持続的発展に向け

た人材集積地の形成 

次代を担う人材の 

育成・確保 

学生や労働者のスキルアップを目指した人材育成  

三遠南信地域に関する知識・情報の共有 

産業技術や文化財継承のための人材の育成 

多文化共生社会の形成 

だれもが輝く地域づくり 

だれもが働ける雇用機会の創出 
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（参考資料）新ビジョンの地域連携の方針（案）に対する意見一覧 

 分科会意見・・・・・・・・第 25回三遠南信サミット 2017in遠州の分科会での意見 

  策定委員・構成員意見・・・策定委員や構成員に対する意見照会での意見 

 

【道】 

基本方針１  中部圏の中核的都市圏となる地域基盤の形成 

推進方針１ 人と物の交流促進 

・首都圏、近畿圏、中部圏を結ぶ東西軸、北陸圏と中部圏を結ぶ南北軸の連携を強化し、人・物の

交流や連携を促す機能を強化する。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

・中山間地域と内陸・太平洋沿岸地域や、三遠都市圏を結ぶネットワークの効率的な利用を促進し、

中部圏の中核となる地域基盤の形成を図る。（策定委員・構成員意見） 

・スーパーメガリージョンを構成する中核的都市圏としての位置付けが必要。（策定委員・構成員意見） 

・広域ネットワーク機能の強化による人・物の円滑な移動を推進する。（分科会意見、策定委員・

構成員意見） 

主要施策① 交流を促進する道路交通網の整備 

・三遠南信自動車道の早期開通、（仮称）浜松三ヶ日・豊橋道路の早期実現や、三遠伊勢連絡道路

構想の実現など、交流基盤の整備を進める。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

・豊橋・浜松環状道路の効率的な利用を促進する。（策定委員・構成員意見） 

・三遠南信自動車道や既存国道とのネットワークの充実化が必要。（分科会意見、策定委員・構成員意見）  

主要施策② 交流を促進する鉄道交通網の整備 

・リニア中央新幹線駅を中心とした三遠南信自動車道、中央自動車道、JR飯田線等などとのアクセ

ス網の整備が必要。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

・リニア中央新幹線駅開通後の東海道新幹線等の活用が必要。（策定委員・構成員意見） 

推進方針２ 情報の交流促進 

・県境で遮断されている情報の共有が必要。（策定委員・構成員意見） 

・地域内のみならず地域外、世界へ向けた情報発信を促進する。（策定委員・構成員意見） 

主要施策①  情報通信技術の高度化に伴う情報基盤の整備 

・県境を越えた産業・生活・文化・教育等の多様な情報交流を行う基盤整備が必要。（分科会意見） 

主要施策② 県境を越えた情報共有の推進 

・ローカルメディアの連携を促進する。（分科会意見） 
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【技】  

基本方針２  革新を取り込む産業創造圏の形成 

推進方針１ 既存産業の活力増進 

・中小企業にとっていかに生産効率を上げるかが課題であり、労働力の確保や物流も含め、連携に

より改善策を見いだしたい。（策定委員・構成員意見） 

・今後の少子化・高齢化・人口減少時代において、既存産業や新産業での人材・労働力の育成や確

保が課題である。（策定委員・構成員意見） 

主要施策① 人材・労働力の育成・確保 

・産学官連携が連携した、地域による高度で創造的な産業人材の育成を図る。（分科会意見） 

・超高齢社会に対応した高齢者や外国人等の人材の活用を促進する。（分科会意見） 

・人材招聘の推進や、職業紹介機能の充実などによる労働力の確保を図る。（分科会意見） 

主要施策② 広域的な産業連携の促進 

・広域的な産業連携活動や異業種交流等による、機能強化や新たな価値の付加が必要。(分科会意見)  

・製造業、農業等の地場産業や小規模事業者等の事業継承と持続的な活力の増進を図る。（分科会意見）  

主要施策③ 流域自然資源の広域的な有効利用 

・森林資源や農業資源等の利用を促すための基盤を形成する。（分科会意見） 

・流域圏全体で素材加工やエネルギー等による循環利用を推進する。（分科会意見） 

推進方針２ 産業創造力の強化 

・部門を問わず、産学連携は地域発展の大きな原動力になる。（策定委員・構成員意見） 

主要施策① 企業誘致と特徴ある産業クラスターの形成 

・三遠南信地域の強みをアピールし、魅力ある産業・起業の誘致が必要である。（策定委員・構成員意見）  

・ものづくり、農林水産業などの異業種・異分野連携による産業クラスターの形成を進める。 

（分科会意見） 

主要施策② 技術革新に対応した新産業の創出 

・高度なものづくり基盤技術の集積を持つ地域の優位性を活用し、新たな価値の創造を図ることが出来

る地域経営戦略を持つことが必要である。（策定委員・構成員意見） 

・地元企業と大学等との共同研究の促進が必要である。（策定委員・構成員意見） 

・航空宇宙・医療福祉・次世代自動車などの成長領域における新産業の創出を促進する。（分科会意見）  

主要施策③ ソーシャルビジネスの育成と起業支援 

・地域資源を活用しながらビジネスを用いて解決する、ソーシャルビジネスの育成や創業支援を進

める。（策定委員・構成員意見） 
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【風土】 

基本方針３  流域文化創造圏の形成 

・「塩の道文化創造圏」という表現について、塩の道は南北軸の交流の起源であるが、地域内全て

の取り組みが塩の道に関連するとは限らないため、基本方針の表現としてはもう少し幅広に掲げ

た方がよい。（策定委員・構成員意見） 

・この地域は豊川、天竜川の川でつながっており、塩の道という表現に違和感がある。（分科会意見） 

推進方針１ 多様な地域資源を活かした広域観光の推進 

・天竜川・豊川の流域に広がる自然環境・景観、個性豊かな特色を持つ民俗芸能・祭り・歴史文化、

花火や温泉、食文化等を活かした広域観光の推進が必要である。（分科会意見、策定委員・構成員意見）  

・現代の観光にとって重要な要素となっている「エコツーリズム」を意識して、事業を実施してい

く必要がある。（策定委員・構成員意見） 

主要施策① 広域観光プロモーションの推進 

・物語性を持ったツーリズム開発が必要。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

・プロモーション活動等をグローバルに展開するべき。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

主要施策② 広域観光を推進するネットワークづくり 

・三遠南信地域に点在する観光・文化資源等のネットワーク化が必要。（分科会意見） 

・周遊的な広がりを多様な交通手段や情報基盤で繋げたツーリズム展開やブランド化の推進が必要

である。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

推進方針２ 地域特有の文化財や自然資源の保全と継承 

主要施策① 文化財の保全 

・三遠南信地域特有の歴史・文化・自然資源等の保全を持続的に行うための計画づくりが必要。 

（分科会意見） 

主要施策② 環境保全活動の推進 

・計画的な管理のための方法の導入とその啓発普及を進める。（分科会意見） 

主要施策③ 流域文化の普及と人材の育成・確保 

・幼少期から地域の歴史・文化・自然資源等を学び、体験できる機会を創出する。 

（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

・多様なメディア等による啓発・普及が必要。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

・文化の保存・継承に繋げるための人材の育成・確保に資する活動を進める。 

（分科会意見、策定委員・構成員意見） 
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【住】 

基本方針４  安全安心な広域生活圏の形成 

・内容が生活環境全般であるので、「山・住」ではなく、「暮らし」や「定住」のほうがイメージし

やすいのではないか。（策定委員・構成員意見） 

推進方針１ 地域住民の安全安心の確保 

・安全で安心できる生活環境基盤をつくることが必要である。（策定委員・構成員意見） 

主要施策① 医療・福祉の連携 

・高度医療ネットワークによる救急医療の広域的な仕組みを整備が必要。（策定委員・構成員意見） 

主要施策② 広域的な健康づくり事業の推進 

主要施策③ 広域防災体制の充実 

・広域的な避難体制、緊急物資等の運搬態勢等を含めた相互応援体制の充実が必要。（分科会意見） 

推進方針２ 定住推進モデルの形成 

主要施策① 移住・定住事業の広域連携の推進 

・広域的な連携による移住・定住情報の発信が必要。（策定委員・構成員意見） 

・地域の特徴を活かした暮らし方・働き方を創造する。（分科会意見） 

・出会いの場等を創造するための支援を行う。（分科会意見） 

主要施策② 未利用施設等の広域的な有効利用 

・未利用の空き地・耕作放棄地、空き家、未利用の公共施設等についてのデータベース化が必要。 

（分科会意見） 

・遊休施設・用地等の利用促進が必要。（分科会意見） 
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【人】 

基本方針５  地域の持続的発展に向けた人材集積地の形成 

推進方針１ 次世代を担う人材の育成・確保 

主要施策① 地域を担う人材の育成 

・産学官連携が連携した、地域による高度で創造的な産業人材の育成を図る。（分科会意見） 

・特色ある産業技術や文化資源等の体験・交流機会を創出する。（策定委員・構成員意見） 

・産業技術や地域文化等の多岐に亘る領域についての学ぶ機会やスキルアップ機会が創出できる環

境整備を進める。（分科会意見、策定委員・構成員意見） 

主要施策② 持続的発展を支える人材の確保 

・超高齢社会に対応した高齢者や外国人等の人材の活用を促進する。（分科会意見） 

・人材招聘の推進や、職業紹介機能の充実などによる労働力の確保を図る。（分科会意見） 

主要施策③ 人材交流の促進 

・県境を越えた多様な人材交流を促進する。（策定委員・構成員意見） 

・特色ある地域情報の蓄積・発信と共有化により、人材の定着を促進する。（策定委員・構成員意見） 

・地域情報の発信により、地域への関心度を向上させる。（分科会意見） 

推進方針２ だれもが輝く地域づくり 

・だれもが安心・安定して学び、働き、暮らせる地域づくりを推進する。（策定委員・構成員意見） 

主要施策① 多文化共生の基盤づくり 

・年齢、性別だけでなく、外国人の雇用についても想定する必要がある。（策定委員・構成員意見） 

主要施策② 社会参画の促進 
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（参考資料）新ビジョンの重点プロジェクト（案）に関するキーワードついて 

  第 25回三遠南信サミット 2017in遠州の分科会で発言されたキーワード 

 

 

① 三遠南信交通ネットワーク形成プロジェクト 

電気自動車、浜北滑空場、ツインシティ、道路ネットワーク、道路情報の提供 

② 三遠南信圏民の一体感醸成プロジェクト 

光回線整備 

③ 地域の稼ぐ力強化プロジェクト 

六次産業化、農業ビジネス、電気自動車、外国人特区、地元企業訪問、 

インターンバイト、フードバレー 

④ 三遠南信探訪プロジェクト 

山岳観光、サイクルツーリズム、祭り街道クラスター、DMO、花火ネットワーク、 

伝統芸能ネットワーク、伝統芸能研究、 

⑤ 中山間地域が輝くプロジェクト 

ジオパーク、森林管理、木材地産地消、バイオマス発電、ペレット、ダーチャ、テレワーキング 

⑥ 住むなら三遠南信プロジェクト 

 

⑦ 人生 100年時代プロジェクト 

スポーツ教育、青年海外協力隊訓練所、生涯学習、テレワーキング、小中高生交流、 

高校教師研修、三遠南信副読本、インターンバイト、外国人特区、ナレッジ・リンク構想 

外の知を取り込むネットワーク 
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（参考資料）　新ビジョンの重点プロジェクト（案）の具体的事業一覧
San-En-Nanshin Area Relationship Vision Progressive Conference

新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

① 単独 高規格道路建設促進事業 高規格道路の整備 新城市

① 単独 三遠南信自動車道関連整備事業 三遠南信自動車道関連の現道活用区間の改良 浜松市

① 単独 三遠南信自動車道関係事業 飯喬道路関連の村単道路改良事業 喬木村

① 単独 三遠南信自動車道開通事業
天龍峡大橋歩廊添架設置について三遠南信自動車道の
一環で整備

飯田市

① 単独 飯喬道路関連事業 飯高道路に関連する市道などの整備 飯田市

① 単独 広域幹線道路整備促進事業 広域幹線道路にかかる調査、早期整備の促進 田原市

① 連携 国道23号蒲郡バイパス建設促進協議会 国道23号蒲郡バイパス建設促進に関する要望活動など 広域行政

① 連携 三遠南信道路建設促進期成同盟会 三遠南信道路建設促進の要望活動 広域行政

① 連携 三遠南信道路建設促進遠州地域期成同盟会 三遠南信道路建設促進の要望活動 広域行政

① 連携 名豊道路建設推進協議会 名豊道路建設促進に関する要望活動など 広域行政

① 単独 リニア推進事業
リニア推進啓発、リニア未来都市ブランディング事業
など

飯田市

① 単独 リニア周辺整備事業 リニア駅周辺整備基本構想の検討 飯田市

① 単独 リニア調査事業 アクセス道路整備にかかる調整 飯田市

① 単独 中央新幹線用地取得事業 リニア建設のための用地取得 飯田市

① 単独 リニア中央新幹線対策協議会 建設による地元への影響評価など 中川村

① 単独 リニア中央新幹線整備への対応 建設による地元への影響評価など 松川町

① 単独 リニア対策関係事業 環境保全や移転対策を図るための経費 喬木村

① 単独 リニア中央新幹線対策 建設による地元への影響評価など 豊丘村

① 単独 リニア対策経費 建設による地元への影響低減対策など 大鹿村

① 連携 リニア中央新幹線建設促進期成同盟会 リニア建設促進の要望活動など 広域行政

① 連携 リニア中央新幹線建設促進飯伊地区期成同盟会 リニア中央新幹線の早期開通を目指す取り組み 広域行政

① 連携
リニア中央新幹線整備を地域振興に活か
す伊那谷自治体会議

リニア開業に向けた地域振興策についての検討 広域行政

① 単独 幹線道路建設促進対策事業 道の駅の整備など 豊橋市

① 単独 道の駅整備事業 整備計画を策定し施設を整備 東栄町

① 単独 港湾整備事業 港湾機能等の整備など 蒲郡市

① 単独 三河港湾振興事業 港湾機能の拡充整備 田原市

① 連携 三河港振興会 三河港整備促進に関する要望活動など 広域行政

① 連携 御前崎港整備促進期成同盟会 御前崎港に関する要望活動など 広域行政

① 連携 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 天竜浜名湖鉄道の経営支援 広域行政

② 連携 北設広域事務組合
北設楽郡3町村による公設公営の情報ネットワークの維
持管理

広域行政

② 連携 南信州定住自立圏 データ放送システム共同運営事業 広域行政

 平成28年度にSENAと愛知大学が共同で実施した、現行ビジョン評価中間報告資料における、「現行ビジョン重点
プロジェクト関連事業一覧表（市町村）」を、新ビジョンの重点プロジェクト（案）に沿って組みなおしたも
の。
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

③ 単独 販路等開拓事業費補助事業 展示会等への出展の補助 豊川市

③ 単独 チャレンジとよかわ活性化事業 企業の創業経費や企業の実施するイベントへの補助 豊川市

③ 単独 農・林・商・工の情報共有化事業 地域内の農・林・商・工業の景気などの情報を共有化 東栄町

③ 単独 商工業振興事業 ビジネスマッチングへの支援 湖西市

③ 単独 産業展示会等出展支援事業 産業展示会への出展支援 磐田市

③ 単独 産業まつり事業 産業まつりの開催 御前崎市

③ 単独 技術交流促進事業 国内外展示商談会への出展支援 飯田市

③ 単独 販路拡大支援事業 展示会見本市への出展助成 喬木村

③ 単独 産業活性化懇話会開催事業 東京・名古屋での企業交流会の開催など 飯田市

③ 単独 企業立地促進事業 企業立地への補助 豊川市

③ 単独 産業力向上事業
創業支援事業、中小企業支援事業、販路拡大・開拓支
援事業

蒲郡市

③ 単独 商工業者融資対策事業 市内新規起業者に対する資金融資の原資を預託 新城市

③ 単独 中小企業活性化支援事業 融資の際の利子への補助 田原市

③ 単独 立地誘導・活動支援事業 企業立地奨励金の支援 田原市

③ 単独 豊根村起業家支援事業補助金 新たな起業に係る資材費、試験研究費を補助 豊根村

③ 単独 企業立地推進事業 企業誘致関連事業・企業立地促進助成事業 浜松市

③ 単独 企業立地推進事業 産業立地促進事業補助金、産業立地奨励補助金 磐田市

③ 単独 産業立地事業費補助金交付事業 用地取得などに対する補助 袋井市

③ 単独 工業立地奨励補助金交付事業 工場などの立地に対する市税の補助 袋井市

③ 単独 企業立地促進事業 企業立地促進奨励金など 湖西市

③ 単独 中小企業融資事業 商工振興資金利子補給金など 御前崎市

③ 単独 地域農政推進対策事業 青年就農給付金事業補助金、農業振興会補助金など 御前崎市

③ 単独 工業振興事業
工業振興事業補助、企業立地にかかる地域産業立地事
業補助

菊川市

③ 単独 企業立地促進事業 企場立地促進のための奨励金 牧之原市

③ 単独 起業家育成支援事業 起業講座、起業支援事業補助金など 飯田市

③ 単独 中小企業経営安定支援事業 専門家派遣事業補助金、経営再建相談窓口設置など 飯田市

③ 単独 中小企業金融対策事業 融資あっせん及び補償金の一部を補助 飯田市

③ 単独 企業立地促進事業
域外からの新規立地、既存企業の拡張等に対する補助
金

飯田市

③ 単独 企業誘致推進事業
企業誘致活動、特定地域工場等設置補助、企業立地制
度資金預託

駒ヶ根市

③ 単独 経営所得安定対策事業 担い手経営発展支援事業、青年就農給付金事業 飯島町

③ 単独 農地流動化対策 農地借用者に対する補助金 飯島町

③ 単独 農業振興補助事業 農家民宿開設の支援など 中川村

③ 単独 商工業振興資金 企業に対する資金融資 中川村

③ 単独 商工振興事業 商工業資金の利子の補助など 宮田村

③ 単独 企業誘致・商工業振興助成事業 商工業振興助成金、住宅リフォーム補助金など 宮田村

③ 単独 商工振興支援事業 商店街振興に関する支援 松川町

③ 単独 企業立地支援事業 工場等設置事業への補助金など 松川町

③ 単独 中小企業振興資金融資保証料補給事業 中小企業へ融資保証料を補助 阿南町

③ 単独 商工振興資金融資斡旋事業 企業に対する資金融資 根羽村

③ 単独 農業経営基盤強化資金利子助成事業 認定農業者が農業制度資金を借りた場合の利子助成 下條村

③ 単独 畜産業関係経費 優良牛導入費用の一部を補助 下條村

③ 単独 園芸振興事業経費
優良系統苗木導入費用の一部補助、雨よけ施設資材費
補助など

下條村

③ 単独 林業総務一般経費 林業関係団体負担金など 下條村

③ 単独 農地流動化促進事業 農地借用者に対する補助金 売木村

③ 単独 農地流動化促進事業 農地の借用者に対する補助金 泰阜村

③ 単独 豆・そばによる遊休農地活用事業 遊休農地活用に対する補助 飯田市

③ 単独 農業振興地域整備事業 地域資源の活用への補助 駒ヶ根市

③ 単独 農業振興一般経費
遊休農地再開発対策事業補助金、農地流動化促進事業
奨励金など

下條村

③ 単独 地場産品生産基盤整備（補助金） 地場産品の生産基盤整備のための補助金 天龍村
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

③ 単独 販売を目的とした農産物生産の推進 振興作物の種苗費補助、雨よけ施設の資材費補助 阿智村

③ 単独 企業誘致促進事業
柏原地区企業用地造成事業、関西機械要素技術展への
出展

蒲郡市

③ 単独 企業誘致活動事業 企業用地の確保など 東栄町

③ 単独 新・産業集積エリア整備事業 工場用地の整備 浜松市

③ 単独 下野部工業団地開発事業 下野部工業団地への企業立地推進 磐田市

③ 単独 産業適地可能性調査事業 新たな産業適地候補地の開発の検討 磐田市

③ 単独 次世代型農水産業立地推進事業 新たな技術を活用した次世代型農水産業の立地推進 磐田市

③ 単独 企業誘致事業
企業立地に関する調査、育成資金利子補給金、東遠工
業用水道企業団への出資金など

御前崎市

③ 単独 内陸フロンティア推進事業 企業誘致等のための工業用地の整備など 森町

③ 単独 産業用地整備事業 産業用地の整備 飯田市

③ 連携 東遠工業用水道企業団 工業用水の整備 広域行政

③ 単独 東名相良牧之原IC北側開発事業 土地整備に関する計画策定、現況測量など 牧之原市

③ 単独 新城市企業誘致説明会開催 市内への企業誘致説明会の開催 新城市

③ 単独 立地戦略推進事業 企業立地動向の把握と誘致、国内外への情報発信 田原市

③ 単独 誘致活動事業 臨海分譲地への誘致、各種誘致イベント 田原市

③ 単独 ベンチャー企業誘致事業
企業訪問による本市情報の提供、企業情報の収集、大
学訪問による本市情報提供

浜松市

③ 単独 戦略的企業誘致推進事業 立地と産業基盤を活かした企業誘致活動 牧之原市

③ 単独 商工総務事務 企業立地に関する情報発信 宮田村

③ 連携 東三河5市企業誘致推進連絡会議 企業誘致情報の連携した発信など 広域行政

③ 単独 はままつ起業家カフェ運営事業 創業支援窓口の設置 浜松市

③ 単独 創業支援事業 創業支援窓口の設置、セミナーの開催 掛川市

③ 単独 創業支援事業 創業支援セミナー開催 菊川市

③ 単独 産業雇用支援ネットワーク事業 企業情報の発信やセミナー開催など 牧之原市

③ 単独 地域連携推進員事業 人・農地の問題解決のための地域連携推進員の設置 大鹿村

③ 単独 工業振興推進事務 企業の現状ヒアリング調査 飯田市

③ 単独 ６次産業化事業（ソフト事業） ひまわり通信の発行、各種勉強会の開催 平谷村

③ 単独 企業等立地促進事業 企業立地促進のための情報収集 高森町

③ 単独 海外販路開拓推進事業
海外の現地小売店に豊橋コーナーの設置、相談窓口の
設置など

豊橋市

③ 単独 マーケティング支援事業 中小企業等の販路開拓支援 磐田市

③ 連携 南信州広域連合 南信州キャンペーンの開催 広域行政

③ 単独 農産物ブランド化推進事業 首都圏等での農産物ＰＲや社員食堂でのＰＲ 豊橋市

③ 単独 販路拡大（特産品ニーズ）調査事業 消費者や小売店等に対して特産品のニーズ等の把握 東栄町

③ 単独 次代につなぐ農業推進事業 地元産農産物の情報発信 浜松市

③ 単独 天竜材海外輸出検証事業 天竜材の販路拡大 浜松市

③ 単独 豊かな産地の育成事業 農産物の販路拡大 浜松市

③ 単独 商業活性化支援事業 「まるごとにっぽん」への浜松市ブースの出展 浜松市

③ 単独 特産農産物振興対策事業 特定農産物振興事業の推進 磐田市

③ 単独 軽トラ市開催支援事業 軽トラ市開催支援 磐田市

③ 単独 地産地消推進事業 地場産農産物のPRや利用促進 磐田市

③ 単独 掛川茶消費拡大事業費 販路拡大に向けた専門家の活用 掛川市

③ 単独 クラウンメロン輸出事業 東南アジアへの輸出の商談など 袋井市

③ 単独
ふくろいブランド米開発販売促進事業補
助金

ふくろいブランド米の情報発信など 袋井市

③ 単独 クラウンメロン振興事業 市場等と連携した販売促進活動 袋井市

③ 単独 袋井ブランド農産物パワーアップ事業 農産物の首都圏PRなど 袋井市

③ 単独 特産品開発事業 「御前崎おいしい図鑑」番組作成委託 御前崎市

③ 単独 茶消費拡大振興事業 菊川茶のPR活動 菊川市

③ 単独 静岡牧之原茶PR推進事業 牧之原茶PRのイベント開催など 牧之原市

③ 単独
「市田柿」ブランド推進プロジェクト事
業

若年購買者へのPR、地域団体商標の活用など 飯田市

③ 単独 「南信州牛」ブランド推進事業 ブランド推進協議会、南信州牛HP運用など 飯田市
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

③ 単独 農産物ファン創出事業 産地ツアーの実施 飯田市

③ 単独 林業振興事業 森林資源の多目的活用 駒ヶ根市

③ 単独 商工総務事務 特産品や観光に関する情報発信 宮田村

③ 単独
市田柿発祥の里タウンプロモーション推
進事業

直虎ゆかりによる地域振興と産業経済発展・ＰＲ・誘
客・おもてなし活動。

高森町

③ 単独 特産物PR事業 高森の日in御前崎の開催 高森町

③ 単独 特用林産物普及促進事業
特用林産物と農産物との組み合わせ等による地域特産
品の普及促進

天龍村

③ 連携 東三河広域連合 「まるごとにっぽん」を活用した特産品の出店 広域行政

③ 単独 サイエンス・クリエイト21計画推進事業 新産業創出の促進、人材育成など 豊橋市

③ 単独 新産業創出事業
産学官連携事業、蒲郡再生医療産業化推進事業、蒲郡
市ヘルスケア産業振興事業

蒲郡市

③ 単独 豊根村チョウザメ養殖事業
幸田町（低温プラズマ技術）と連携したチョウザメの
養殖

豊根村

③ 単独 産業イノベーション推進事業
三遠南信クラスター推進会議への負担、産業集積や、
新産業を興す企業への補助

浜松市

③ 単独 新産業創出支援事業 成長分野における新産業の創出支援 磐田市

③ 単独 商工業振興事業 技術自主開発への支援 湖西市

③ 単独 農業振興事業 農業近代化の促進など 御前崎市

③ 単独 水産物を活用した産業活性化事業 モニタリング調査、新商品開発とPR 牧之原市

③ 単独 飯田産業技術大学事業
地元企業家を対象とした各種講座の大学機関との連携
実施

飯田市

③ 単独 農業新分野創出・6次化推進事業 六次産業化推進のための施設整備、市場調査など 飯田市

③ 単独 新産業クラスター事業
航空宇宙産業クラスター、メディカルバイオクラス
ターなど形成支援

飯田市

③ 単独 三遠南信・広域連携推進事業
三遠南信クラスター推進会議への参加、中京圏・関東
圏の産業関連協議会

飯田市

③ 単独 地方創生先行型事業
信州大学との連携による航空産業部門の人材育成と技
術開発力の強化

阿南町

③ 単独 特産物開発加工研究事業 特産物の開発加工研究 阿智村

③ 単独 農業振興事業 ６次産業化推進事業、振興作物の栽培促進事業 駒ヶ根市

③ 単独 新たな村の特産品開発事業 新たな特産品の開発 売木村

③ 単独 地域ブランド推進事業 地域資源の活用、地域ブランドの開発 大鹿村

③ 単独 畜産クラスター推進事業
豊橋地域畜産クラスター協議会や施設整備の支援、商
品開発や販売促進活動の支援

豊橋市

③ 単独 食農産業クラスター推進事業
農工商の連携による農産物のブレンド化や加工品の開
発など

豊橋市

③ 単独 山羊のミルクで特産品開発 6次産業化のための施設改修など 売木村

③ 単独 地域生産基盤強化・収益性向上事業
養鶏農家、販売業者、飼料業者等と連携し収益性の向
上を図る

東栄町

③ 単独 産地間競争力強化促進事業 豊川産農産物のブランド化や販路拡大 豊川市

③ 単独 地域産品ブランド化事業 南信州ブランド化支援、農商工連携の推進など 飯田市

③ 単独
ビジネスネットワーク支援・受注開拓事
業

広域ネットワークによる共同受注システム運用、会員
情報交換会議の開催など

飯田市

③ 単独
中国等製品・商品情報センター設立準備
調査業務

中国企業の投資獲得のためのプラットホームづくりの
準備など

牧之原市

③ 単独 企業誘致推進事業
次世代系企業・研究開発企業の誘致、顧客管理システ
ム及び空き工場データベース運営

飯田市

③ 単独 商工業振興事業
テレワーク推進事業、中小企業新たな成長戦略、テク
ノネット駒ヶ根事業、市街地再整備推進事業

駒ヶ根市

③ 単独 商業振興推進事務 商業振興及び流通、中心市街地活性化 飯田市

③ 単独 サイエンスパーク構想推進事業 旧飯田工業高校を活用したサイエンスパークの検討 飯田市

③ 単独 農業振興事業
産学官連携等による活力ある産地形成、後継者の育成
確保対策の推進

駒ヶ根市

③ 連携 南信州定住自立圏 南信州・飯田産業センターの運営 広域行政
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

④ 単独 港湾関連対策事業 三河港でのイベント開催など 豊橋市

④ 単独 マリンパーク管理事業 マリンパーク御前崎の利用促進 御前崎市

④ 単独 名鉄利用促進事業
名鉄西尾・蒲郡線活性化協議会、市民まるごと赤い電
車（名鉄西尾・蒲郡線）応援団

蒲郡市

④ 単独 観光宣伝事業
豊橋駅内に観光案内所を設置し、東三河・三遠南信地
域の観光情報を提供

豊橋市

④ 単独 直虎応援プロジェクト事業 新野左馬助関連遺跡パンフレット作成など 御前崎市

④ 単独 日本風景街道登録・整備推進事業 信州遠山郷、南信州パノラマ街道の情報発信 飯田市

④ 単独 岡崎・蒲郡インバウンド推進協議会 連携した観光情報の発信 蒲郡市

④ 単独 インバウンド対策事業
豊川商工会議所と連携したセミナーの開催やアンケー
ト調査の実施など

豊川市

④ 単独 国内外観光プロモーション事業
海外の旅行博の出展、旅行会社等へセールス、海外の
旅行会社招請など

蒲郡市

④ 単独 インバウンド推進事業
中国の友好都市へのPRや、他言語版観光パンフレット
の作成など

浜松市

④ 単独 インバウンド観光推進事業 海外向けの観光ＰＲなど 袋井市

④ 単独 まちのブランド力向上推進事業
現状調査や、地域資源に関する海外向けコンテンツの
作成など

袋井市

④ 単独 観光支援事業 台湾観旅行エージェント対するＰＲ事業 御前崎市

④ 単独 中国交流等促進事業 西安市での誘客促進及び中国企業との交流など 牧之原市

④ 単独 海外セールス及び現地調査事業 中国上海市間北への海外セールス 牧之原市

④ 単独 海外プロモーション中国事業（台湾） 中国への観光情報のＰＲ 牧之原市

④ 単独 海外誘客事業
商談会参加、海外エージェント訪問、海外サイクリン
グツアー受入など

飯田市

④ 単独 商工総務事務 韓国・台湾観光客誘致を含めた、観光ＰＲ 宮田村

④ 単独 農産品等販路開拓ブランド力向上事業
首都圏デパートでの国内販路開拓と海外バイヤーと連
携した海外販路開拓

蒲郡市

④ 単独 外国人観光客誘致事業 道路案内標識の改良など 浜松市

④ 単独 外国人観光客受入促進事業 クレジットカード機器導入などへの補助 掛川市

④ 単独 市民の英語力向上推進事業 市民向けの英語教室、民泊の実証実験など 袋井市

④ 単独 愛知大学共同研究事業 観光ビジョンの推進 売木村

④ 単独 観光推進事業 昇龍道など広域事業の推進 田原市

④ 単独 観光団体活動支援事業 渥美半島観光ビューロー支援 田原市

④ 単独 おもてなし民泊推進事業 民泊の整備 袋井市

④ 単独 観光振興事業
魅力ある観光プラン創出事業、観光プロモーション推
進事業、地域ブランドの創造

駒ヶ根市

④ 単独 産業プロモーション推進事業 国内外でのプロモーション活動 豊橋市

④ 単独 観光誘客事業 村内遊休農地の活用、オーナー農園での交流 平谷村

④ 単独 農作物収穫体験交流事業 農村体験観光の受入れ 根羽村

④ 単独 観光誘客事業 村内遊休農地の活用、オーナー農園での交流 平谷村

④ 単独 交流連携推進事業 シルク文化を観光産業として発展を図る 駒ヶ根市

④ 単独 文化財保護事業 文化財保護審議会による保護 田原市

④ 単独 文化継承推進事業 後継者の育成、ふるさと学習の推進など 田原市

④ 単独 新居関所周辺まちづくり事業 新居関所周辺のまちづくりの推進 湖西市

④ 単独 伝統人形芸居振興事業 伝統人形浄瑠璃の保存 飯田市

④ 単独
伊那谷自然・文化資料、作家調査研究、
データベース事業

伊那谷の自然に関する資料および情報の継続的な収
集、整理、研究

飯田市

④ 単独 考古博物館管理運営事業 考古資料の展示など 飯田市

④ 単独
南信濃民芸等関係施設、上村山村文化資
源保存伝承施設管理運営事業

上村の歴史・民俗・自然の姿と霜月祭の保存伝承 飯田市

④ 単独 歴史研究所調査・教育・アーカイブ事業 飯田市の歴史を学ぶ機会の提供 飯田市

④ 単独 「屋台獅子源流の里」PR促進事業 町内芸能保存団体活動補助金 高森町

④ 単独 民族文化材伝承・活用等事業 民族文化の保存・伝承 大鹿村

④ 連携 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会を輪番で開催 広域行政
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

④ 連携 遠江歴史文化ネットワーク 歴史遺産・民族芸能のパネル展共催 広域行政

④ 連携 天竜浜名湖線市町会議 利用促進のためのＰＲなど 広域行政

④ 連携 GOGO三河湾協議会 三河湾に関する観光ルートの策定など 広域行政

④ 連携 富士山静岡空港利用促進協議会
富士山・静岡空港の利用促進に向けた活動への補助金
など

広域行政

④ 連携 南信州定住自立圏 飯田線等を活かした誘客イベント 広域行政

④ 連携 飯田線活性化期成同盟会
伊那谷地域の振興に資するため飯田線活性化を図るイ
ベントの開催など

広域行政

④ 連携 浜名湖観光圏整備推進協議会 海の湖ブランド推進事業、広報宣伝・DMO推進事業等 広域行政

④ 連携 『おんな城主直虎』推進協議会 大河ドラマ館の運営など 広域行政

④ 連携 日本遺産登録を目指す活動 三遠南信地域での日本遺産の申請 広域行政

⑤ 単独 自然史博物館事業 東三河ジオパーク構想の推進 豊橋市

⑤ 単独 施設管理事業費 ジオパーク事業の展開 豊橋市

⑤ 単独 新エネルギー導入促進事業
豊川上流域の森林保全などに寄与するペレットストー
ブの導入支援

豊橋市

⑤ 単独 ジオパーク構想推進事業 ジオバーク構想の推進 新城市

⑤ 単独 信州大学との連携協定関連事業
森林資源情報のの調査研究、農林一体化などに関する
研究

根羽村

⑤ 単独 木材新規市場開拓支援事業 森林組合等と協働し、木材の供給先を開拓 東栄町

⑤ 単独 月瀬の大杉周辺整備
国の天然記念物「月瀬の大杉」周辺（駐車場・吊り
橋）整備

根羽村

⑤ 単独 広域行政推進事業 豊川水系の総合開発推進、 豊橋市

⑤ 単独 水源の森分収育林事業 安城市との森林整備協定による共同森林整備事業 根羽村

⑤ 単独 高齢者交流活動促進事業 高齢者の都市山村間交流 豊橋市

⑤ 単独 市内間交流事業 子ども中山間地域交流事業、浜松田舎暮らしラボなど 浜松市

⑤ 単独 都市・農村交流事業 信州いいじまマルシェ運営など 飯島町

⑤ 単独 都市住民農業体験事業 湖西市の太鼓との交流 中川村

⑤ 単独 都市山村交流活性化事業 クロスロードコンサート、ねば恋来祭り、手仕事市 根羽村

⑤ 連携 南信州定住自立圏 公共バスの共同利用 広域行政

⑤ 連携 北設楽郡公共交通活性化協議会 町村をまたぐバスの運行 広域行政

⑤ 連携 長野・愛知県境域開発協議会 おいでんスタンプラリーの開催 広域行政

⑤ 連携 設楽ダム水源地域整備 設楽ダム水源地域の土地改良や治水など 広域行政

⑤ 連携 財団法人豊川水源基金 設楽ダム関連事業を補完する基盤整備など 広域行政

⑤ 連携 豊川用水二期事業促進協議会 豊川用水二期事業促進の要望活動など 広域行政

⑤ 連携 長島ダム流域連携協議会 流域圏の治水・利水機能等の確保 広域行政

⑤ 連携 大井川の清流を守る研究協議会 大井川流域の環境保全等に必要な調査・研究 広域行政

⑤ 連携 太田川水系の水をきれいにする会 太田川の環境保全に関する講演会開催など 広域行政
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

⑥ 単独 雇用創出事業 Iターン・Uターン活用企業への助成金 宮田村

⑥ 単独 定住促進事業 UIJターンお試し就業補助、子育て世帯誘致奨励金など 宮田村

⑥ 単独 集落支援員の設置 移住者、新規就農者への支援 松川町

⑥ 単独 設楽町若者定住促進住宅補助金 町内に住宅を新築する際の補助金 設楽町

⑥ 単独 空家・空店舗活用流通支援等補助金 空家バンク登録物件を工事する際の補助金 設楽町

⑥ 単独 農林業体験支援事業 とうえい山菜王国への補助金 東栄町

⑥ 単独 とうえいの木住宅建設定住支援事業 定住者の住宅新築に対する助成 東栄町

⑥ 単独 定住促進空き家活用住宅事業 空き家を改修して活用 東栄町

⑥ 単独 田舎暮らし体験住宅事業 空き家を改修して活用 東栄町

⑥ 単独 移住者向け情報発信事業 移住者向けの情報発信 東栄町

⑥ 単独 新築・リフォーム補助金事業 新築・リフォーム費用などを補助 豊根村

⑥ 単独 勤労者定着促進事業 住宅購入ローンの利子一部補助 湖西市

⑥ 単独 地域振興事業 定住促進奨励金、定住促進住宅取得補助金 御前崎市

⑥ 単独 移住・定住促進事業
移住体験ツアー開催やセミナー参加、空き家・空き地
バンクの運用

牧之原市

⑥ 単独 移住・定住促進補助事業
子育て家族定住奨励金、空き家活用リフォーム等補助
金など

牧之原市

⑥ 単独 中山間地域振興事業 定住促進支援など 飯田市

⑥ 単独 地域振興住宅整備・管理事業 空き家改修などによる地域振興住宅の供給 飯田市

⑥ 単独 飯島町田舎暮らしリサーチ住宅事業 田舎暮らし住宅リサーチの運用 飯島町

⑥ 単独 「信州・上伊那」の地域力向上推進事業 移住・定住関係事業 中川村

⑥ 単独 定住対策事業 空き家活用補助金、「まちカタログ」作成など 松川町

⑥ 単独 若者の定住促進事業 お帰りなさい奨励補助金など 高森町

⑥ 単独 定住促進のための住宅新増改築等支援金 定住者への支援金 阿智村

⑥ 単独 若者等定住対策事業 定住、就業各種祝い金 根羽村

⑥ 単独 定住促進事業 住宅改築補助金、移住・定住PR活動 下條村

⑥ 単独 若者育成基金事業 U・Iターン、通勤等の助成 売木村

⑥ 単独 若者定住促進事業 若者への住宅・通勤・結婚に対する補助、助成 天龍村

⑥ 単独 住宅用地取得補助金 定住者の住宅に関する費用への補助金 泰阜村

⑥ 単独 定住促進集落活性化住宅整備事業
移住・定住希望者が入居を希望する空き家の改修・修
繕

泰阜村

⑥ 単独 定住促進就業祝金 村内就職者への祝金 豊丘村

⑥ 単独 若者定住奨励金事業 UIターン者に対する補助 東栄町

⑥ 単独 移住交流促進事業 地域活性化UIターン相談員設置など 駒ヶ根市

⑥ 単独 愛大との大学連携 移住者による通信コスト調査、地域カルテ作成 東栄町

⑥ 単独 居住促進事業 田舎暮らしPR事業、中山間移住コーディネータなど 浜松市

⑥ 単独 定住促進事業 住宅情報の発信、職業紹介など 飯島町

⑥ 単独 売木村を楽しむLOHAS体験ステイ 田舎暮らし体験イベント 売木村

⑥ 単独 農業体験交流事業 農業体験交流の受け入れ 天龍村

⑥ 単独 UJIターン推進事業 PRビデオ作成、喬木ふるさと交流会 喬木村

⑥ 単独 プチ移住ツアー 山里暮らし体験ツアーの実施 大鹿村

⑥ 単独 新規就農・農地集積支援事業 青年就農給付金、経営体育成支援事業補助など 蒲郡市

⑥ 単独 新規漁業就業者事業 新規漁業者の人材育成 蒲郡市

⑥ 単独 地域農業振興事業 農業担い手の確保など 新城市

⑥ 単独 新規就農者の受入体制確立事業
農業担い手、後継者育成支援のための研修や補助金支
援

東栄町

⑥ 単独 建設資格取得事業補助金 建設業者・森林組合の職員の資格取得費用を補助 豊根村

⑥ 単独 農業担い手誘致・法人設立支援事業 農業体験の受け入れ、農家後継者育成 飯田市

⑥ 単独 首都圏等交流活動支援事業 首都圏への情報発信、首都圏との人材交流 飯田市

⑥ 単独 農業担い手誘致・法人設立支援事業
新規就農者・農家後継者の支援、収納可能な法人・団
体の育成

飯田市

⑥ 単独 就業促進事業 ＵＩＪターンの就業促進など 豊橋市

⑥ 単独 人材誘導事業 人材誘導窓口の運営など 飯田市

⑥ 単独 新規就農者支援事業 就農時支援金、青年就農給付金 飯田市

⑥ 単独 意欲ある農業者支援事業 農業資金融資事業など 飯田市
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

⑥ 単独 担い手育成推進事業 農業インターン事業への補助 駒ヶ根市

⑥ 単独 農業振興総合対策事業 女性グループ育成研修会の開催など 飯島町

⑥ 単独 農村女性ネットなかがわ 村内での人材育成や食育活動 中川村

⑥ 単独 新規就農者育成事業 起業、人材育成、移住等の取組み 中川村

⑥ 単独 町商工業振興資金預託事業 若手経営者育成資金など 松川町

⑥ 単独 青年就農者定着支援事業 経営開始型の就農者への給付金 高森町

⑥ 単独 新規就農者支援 新規就農者への資金貸付 阿智村

⑥ 単独 企業振興補助金事業 技能取得・資格取得への補助 平谷村

⑥ 単独 青年就農給付金事業 新規就農者に対する給付金 平谷村

⑥ 単独 農地対策事業 経営者の確保・育成、優良農地の効率的活用の促進 根羽村

⑥ 単独 青年就農給付金事業 新規就農者に対する給付金 売木村

⑥ 単独 新規就農者確保・支援事業 新規就農者への支援・育成 天龍村

⑥ 単独 農業振興一般経費 新農業人フェアへの参加 喬木村

⑥ 単独 青年就農給付金事業 青年就農者への給付金 喬木村

⑥ 単独 新規就農者給付金等 新規就農者に対する給付金 豊丘村

⑥ 単独 就農者経営支援金 新規就農者に対する給付金 大鹿村

⑥ 単独 富山場外離着陸場整備事業
愛知県防災ヘリコプターが離着陸できるヘリポート整
備

豊根村

⑥ 連携 三遠南信地域消防連絡会 消防相互の情報交換など 広域行政

⑥ 連携 三遠南信災害時相互応援協定 災害時の職員派遣や、物資の提供など 広域行政

⑥ 連携 県際消防連絡会 防災に関する合同会議や合同訓練の実施など 広域行政

⑥ 連携 東三河消防通信指令事務協議会 消防通信指令事務の運営 広域行政

⑥ 連携 東三河地域防災協議会 東三河8市町村防災担当者の研修会など 広域行政

⑥ 連携 新城広域消防 北設3町村と新城市の広域消防事務の運営 広域行政

⑥ 連携 静岡モデル推進検討会
第4次地震被害想定の津波に対応した海岸防潮堤整備に
係る検討会

広域行政

⑥ 連携
中東遠地域５消防本部消防通信指令事務
協議会

消防通信指令事務の運営 広域行政

⑥ 連携 南信州広域連合 飯田広域消防の運営 広域行政

⑥ 単独 診療事業
豊橋市民病院と地域医療機関と連携が可能な「地域医
療連携ネットワークシステム」の構築

豊橋市

⑥ 単独
地域医療連携ネットワークシステム構築
事業

郡内公設医療機関のネットワークの構築 東栄町

⑥ 連携 掛川市・袋井市病院企業団 中東遠総合医療センターの運営 広域行政

⑥ 連携 南信州定住自立圏
休日夜間急患診療所の運営、病児・病後児保育などの
医療分野の連携

広域行政

⑥ 連携 上伊那地域包括医療協議会 地域医療体制の推進 広域行政

⑥ 連携 下伊那郡西部衛生施設組合 し尿処理施設、斎場の運営 広域行政

⑥ 連携 下伊那南部総合事務組合 し尿処理施設、斎場の運営 広域行政

⑥ 連携 南信州広域連合 ごみ処理施設、し尿処理施設の設置・管理 広域行政

⑥ 連携 伊南行政組合 病院、ごみ処理施設、し尿施設、火葬場の運営 広域行政

⑥ 連携 北設広域事務組合 ごみ処理施設、し尿処理施設の運営 広域行政

⑥ 連携 牧之原市御前崎市広域施設組合 ごみ処理施設、リサイクル施設、火葬場の運営 広域行政

⑥ 連携 袋井市森町広域行政組合 ごみ処理施設、し尿処理施設、火葬場の運営 広域行政

⑥ 連携 中遠広域事務組合 粗大ごみ処理施設と一般廃棄物最終処分場の運営 広域行政

⑥ 連携 掛川市菊川市衛生施設組合 ごみ処理施設の運営 広域行政

⑥ 単独 こども未来館管理運営事業 東三河の子供を中心とした多世代交流施設の管理運営 豊橋市

⑥ 単独 公立保育所広域入所運営事業 他市町村への保育委託 飯田市

⑥ 単独 山村留学経費
複式学級等解消するため、親子で村内小中学校への留
学を推進する事業

大鹿村

⑥ 連携 東三河広域連合 ほの国こどもパスポートによる、公共施設の相互利用 広域行政

⑥ 連携 牧之原市菊川市学校組合 小・中学校の運営 広域行政

⑥ 連携 御前崎市牧之原市学校組合 小・中学校の運営 広域行政

⑥ 単独 青少年教育施設管理運営事業 設楽町の廃校施設を利用した交流活動 豊橋市

⑥ 連携 東遠広域施設組合 東遠広域施設組合多目的広場の運営 広域行政
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新P 名称（事業名など） 事業概要 実施主体

⑥ 連携 南信州定住自立圏 図書館ネットワークシステム 広域行政

⑥ 連携 小笠老人ホーム施設組合 養護老人ホームの運営 広域行政

⑥ 連携 養護老人ホームとよおか管理組合 養護老人ホームの運営 広域行政

⑥ 連携 相寿園管理組合 養護老人ホームの運営 広域行政

⑥ 連携 南信州定住自立圏 成年後見センターの運営 広域行政

⑥ 単独 ボランティアコーディネーター養成事業 市内外からのボランティアの調整役の育成 田原市

⑦ 単独 愛知大学連携事業 市民教養講座の開催、インターンシップの受入れなど 蒲郡市

⑦ 単独 生涯学習計画推進事業
社会教育委員会の開催、大学連携による学生による講
座

浜松市

⑦ 単独 静岡産業大学連携推進事業 静岡産業大学と連携した人材育成等 磐田市

⑦ 単独 ふるさと交流事業 東京女子医大の学生と地域住民との交流促進 掛川市

⑦ 単独 産学官連携推進事業 大学と企業の交流会の開催など 袋井市

⑦ 単独 愛大との地域連絡協議会 様々な分野での連携・協力 湖西市

⑦ 単独 ものづくり高度人材育成事業
信州大学工学部との連携による社会人大学院コースの
運営

飯田市

⑦ 単独 研究機間ネットワーク構築事業
伊那谷研究団体連絡協議会等と連携した人材育成やふ
るさと学習の推進

飯田市

⑦ 単独 大学とのネットワーク構築事業 南信州・飯田フィールドスタディ、学輪IIDAなど 飯田市

⑦ 単独 事業創生人材育成事業 大学との連携による専門的な教育・研究活動の実施 飯田市

⑦ 単独 三遠南信地域中学生交流 飯田・豊橋・浜松の中学生交流 広域行政

⑦ 連携 三遠南信教育サミット 三遠南信地域の教育分野における広域交流 広域行政

⑦ 連携 東三河懇話会 企業・大学・地方自治体・ＮＰＯ等の交流 広域行政

⑦ 連携 ふじのくに地域・大学コンソーシアム 共同研究、共同講座の設置など 広域行政
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（参考資料） 第 2次三遠南信地域連携ビジョン策定委員会 設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、三遠南信地域連携ビジョン推進会議規約第１１条第３項の規定に基づき、第 2

次三遠南信地域連携ビジョン策定委員会（以下、「策定委員会」という。）について、必要な事項を

定める。 

 （所掌事務） 

第２条 策定委員会は、三遠南信地域連携ビジョン推進会議の会長の命を受け、第 2 次三遠南信地域

連携ビジョン（以下、「新ビジョン」という。）策定に係る次の事務を行う。 

 (1) 新ビジョン案の作成 

 (2) 新ビジョン案の作成に必要な調査・研究 

 (3) その他新ビジョンの策定に必要と認められる事務 

２ 策定委員会は、前項各号の事務について、必要に応じ三遠南信地域連携ビジョン推進会議の会長

に報告を行う。 

 （組織） 

第３条 策定委員会は、別表第１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 策定委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長、及び副委員長は、SENA会長が指名する。 

４ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （アドバイザー等） 

第４条 策定委員会には、別表第２に掲げるオブザーバーを置き、策定委員会への出席を求めること

ができる。 

２ 策定委員会はオブザーバーの他、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（会議） 

第５条 策定委員会は、会長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 策定委員会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

３ 策定委員会は、委員長が必要と認めるときは、書面等の会議を招集しない方法により決議に代

えることができる。 

（庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、三遠南信地域連携ビジョン推進会議事務局において行う。 

 （謝礼） 

第７条 委員が策定委員会に出席したときは、委員等に対し謝礼を支払うことができる。ただし、三

遠南信地域連携ビジョン推進会議の構成員に所属する職員にあっては、この限りでない。 

２ 前項に規定する謝礼の額は、日額 7,000 円とする。 

San-En-Nanshin Area Relationship Vision Progressive Conference 
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（費用弁償) 

第８条 委員が策定委員会に出席したときは、出席に係る費用の弁償を行う。ただし、三遠南信地域

連携ビジョン推進会議の構成員に所属する職員にあっては、この限りでない。 

２ 前項に規定する費用弁償の額は、別表第３に定める方法によって算出するものとする。 

（細目) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成 29年 7月 10日から施行する。 

２ この要綱は、平成 31年 3月 31日限り、その効力を失う。 

３ この要綱は、平成 29年 7月 18日から施行する。 

４ この要綱は、平成 29年 7月 31日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

分類 団体 役職 氏 名 

委員長 静岡文化芸術大学 副学長 池上 重弘 

委員 豊橋技術科学大学 副学長 大貝 彰 

委員 法政大学 教授 高柳 俊男 

委員 愛知大学 教授 戸田 敏行 

委員 浜松市 企画調整部長 山名 裕 

委員 御前崎市 総務部長 増田 正行 

委員 菊川市 企画財政部長 大野 慶明 

副委員長 豊橋市 企画部長 広田 哲明 

委員 豊川市 企画部長 池田 宏生 

委員 田原市 企画部長 石川 恵史 

委員 飯田市 総合政策部長 今村 和男 

委員 泰阜村 総務課長 土岐 喜伸 

委員 平谷村 総務課長 滝澤 浩 

委員 静岡県 知事戦略課長 高畑 英治 

委員 愛知県 東三河総局企画調整部長 矢野 浩二 

委員 長野県 総合政策課長 伊藤 一紀 

委員 浜松商工会議所 専務理事 小杉 和弘 

委員 磐田商工会議所 専務理事 鈴木 隆之 

委員 湖西市商工会 事務局長 柴田 和利 

委員 豊橋商工会議所 専務理事 星野 君夫 

委員 豊川商工会議所 専務理事 松下 紀人 

委員 新城市商工会 事務局長 山本 政義 

副委員長 飯田商工会議所 専務理事 福澤 栄二 

委員 駒ヶ根商工会議所 専務理事 富永 満 

委員 長野県商工会連合会南信支所 支所長 清水 衆一 

委員 地域づくりサポートネット 代表 山内 秀彦 

委員 三遠南信住民ネットワーク協議会 世話人 平川 雄一 

委員 みらい企画 律 代表 矢澤 律子 
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別表第２（第４条関係） 

分 類 団 体 役 職 氏 名 

オブザーバー 浜松信用金庫 法人営業部副部長 井口 浩利 

オブザーバー 豊橋信用金庫 事業支援部理事・部長 渡邊 寛司 

オブザーバー 飯田信用金庫 地域サポート部長 大蔵 雅彦 

オブザーバー 国土交通省中部地方整備局    広域計画課長 森山 幸司 

オブザーバー 国土交通省中部運輸局      交通政策部計画調整官 岩松 由洋 

オブザーバー 国土交通省北陸信越運輸局    交通政策部交通企画課長 髙橋 智彦 

オブザーバー 経済産業省関東経済産業局    地域経済部地域振興課長 工藤 浩一 

オブザーバー 経済産業省中部経済産業局    地域経済部地域振興課長 嶋田 明彦 

オブザーバー 農林水産省関東農政局 企画調整室課長補佐 中村 浩一郎 

オブザーバー 農林水産省東海農政局      農村振興部農村計画課長 山方 正治 

 

別表第３（第８条関係） 

費 目 区 分 支給金額の算出方法 

費用弁償 

（旅費） 
交通費 

専門委員会に出席するために利用した公共交通機関にかかる鉄道賃及び車

賃の合計とする。なお、出発場所は当該委員が平日日中に常時在席する場所

（固定）とし、到着場所は専門委員会を開催する場所とする。 

・鉄道賃 

①その乗車に要する運賃 

②特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 70 キロメートル以上の

ものについては、指定席特急料金 

・車賃 

路線バス(乗合タクシーを含む)の旅客運賃の額 

 

ただし、やむを得ない事情により上記の方法によることが不適当である場

合に限り、その現によった経路及び方法によって計算する。 

 

 


