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「水源の里」美濃白川 改革プログラム 

～白川町行財政改革大綱（第６次）～ 

 

Ⅰ 行財政改革の必要性と基本方針 

白川町では、昭和６０年に「白川町行政改革大綱」（昭和６０年度～平成２年度）

を策定して以来、平成２６年度までに５次にわたる「行政改革大綱」を策定し、事

務事業の見直しによる経費の削減や計画的な職員数の削減など、その時代時代にあ

った行政改革に取り組んできました。美濃加茂市との合併破綻を受けて、とりわけ

厳しい姿勢で改革に取り組んだ第４次の大綱に続く第５次の大綱においても、職員

数の削減、機構改革、補助金の見直し等々、引き続き厳しい姿勢で財政危機に備え

た行財政改革に取り組み一定の成果をあげてきました。 

職員数だけを見ても平成１７年（１５６人）から昨年度（１２０人）までに３６

人を削減してきたことになります。決して楽観視できる状況とはいえませんが、地

方交付税等もここ数年は比較的安定していることもあって健全な財政運営が続い

ているところです。 

しかし、昨年の５月、有識者らでつくる民間研究機関「日本創生会議」が、２０

４０年の人口推計で全国の半数にあたる８９６の市区町村が「消滅可能性都市」に

なるという試算結果を発表しました。その中で白川町は、人口が４，６２５人にま

で減尐、特に２０歳から３９歳までの若年女性が７０％も減尐するという県下ワー

スト１の指標が示されました。一民間団体の試算であり、この論文や推計値には、

いささか乱暴ではないかとする意見もありますが、全国的に高齢化と人口減尐が進

んでいることは事実であり、本町でその傾向が顕著であることも否定はできません。 

国は、尐子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減尐に歯止めをかけるとともに、

それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維

持していくために、昨年「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。この法律

の施行に伴い、地方で若い世代が安心して働き、子育てができる環境を整えるため

の施策などを盛り込んだ「長期ビジョン」と「総合戦略」も策定され、地方の活力

を高める「地方創生」に積極的に取り組む指針が示されています。また国は、この

戦略を基とした地方版の「総合戦略」を策定した市町村に対しては、さまざまな支

援を行うとしています。 

まさに今、ピンチをチャンスに変える施策への転換が求められています。今回の

第６次行財政改革の策定にあたっては、第５次までの行財政改革の基本理念を引き

継ぎつつ、国や地方の動向、さらには財政事情等を考慮しながら、厳しい姿勢を踏

襲しつつ、将来展望を勘案しながら作業を進めました。 
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今回の大綱では特に「定住化の促進」に着目しています。この指針により、町民

のみなさんの多様な需要に的確に応えるための簡素で効率的な行政運営のシステ

ムを確立し、行政と住民が危機感を共有し、一体となって取り組みを加速させ、自

主的・主体的な行財政運営を推進していきます。 

   なお、この大綱に掲げる実施事項については、別に５カ年に係る実施計画を策定

し、着実な推進と適切な進行管理を行うこととします。 

 

 

Ⅱ 基本的な取り組み姿勢 

歳入の半分近くを借金に依存し、将来世代に負担をつけ回すという国の予算の異

常な構造は未だ解消されておらず、債務が増え続ける深刻な状態が続いています。

また、県においては、構造的な財源不足解消のために取り組んだ「行財政改革アク

ションプラン」が功を奏し、逼迫した状況は脱しつつあるものの、依然厳しい財政

運営を強いられてる状況にあります。昨今の経済情勢には回復の兆しが見え始めて

いるものの、消費税率の引き上げに伴う財政収支の動向は不透明であり、中山間地

域の行財政運営は今後も引き続き厳しい状況が続くことが予想されます。 

そうした中、一部の過疎地域で、都市からの移住・定住の動きが活発化する傾向

が見られ、その潮流は「田園回帰」と呼ばれています。「耕作放棄地」や「放置林」、

「空き家」といったいわば地域社会の「お荷物」を行政と集落住民が手を携え「資

産」に変える取り組みが全国各地で進められています。「宝もの探し」を進めてい

る白川町においても、知恵と努力を結集して、若者の「田園回帰」を実現するため

の施策の実現が求められています。 

社会経済環境の変化に伴い、住民ニーズは一層複雑多様化する傾向にあり、さら

に地域主権の推進に伴い、国、県の権限移譲がますます進み、地方自治体が自ら判

断し、実行する領域が拡大しつつあります。前述の「地方創生」の取り組みも、権

限や自主性をうまく使いこなす「やる気のある自治体」へ積極的に支援することを

確約しています。 

尐ない職員体制の中でも、こうした社会の潮流に柔軟かつ弾力的に対応できるよ

う体質を強化していく必要があり、厳しい行財政環境の中で、限られた財政資源を

有効に活用し、「最尐の経費で最大の効果をあげる」という地方自治運営の基本原

則に従い、サービス精神と経営感覚に立脚した行政を進めることがますます重要に

なってきます。人口減尐という課題克服の即効薬はありませんが、既存の枠組みや

従来の発想にとらわれず、町民のみなさんの理解と協力を得ながら、地域の課題を

共有しつつ「定住化の促進」を図り、「水源の里の恵いっぱい 活力みなぎる人た

ちが暮らすまち 美濃白川」の実現をめざします。 

大綱及び推進計画の策定にあたっては、各地で開催している「ワールドカフェ」
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（会議・討論の一形式）や町民の代表者からなる「白川町行政改革推進協議会」で

の意見をできる限り計画に反映させるよう努めました。 

なお、計画の推進にあたっては、町の行政改革推進本部を中心に全庁的に取り組

むものとし、計画の推進状況は町民のみなさんにもわかりやすく公表していくこと

とします。また、計画内容については、社会経済情勢や住民ニーズの変化に対応し

て毎年見直しを行うものとします。 

 

 

Ⅲ 改革の推進目標と主要施策 

 

（１）事務事業の見直し 

財政基盤の健全化に向けて、最尐の経費で最大の効果をあげることを常に念頭に置

きながら、無駄がないのか、限られた財源を有効に使っているかを考慮して、町民目

線による点検や評価によって事務事業を見直し、効率化・合理化を進めて経費の節減

を図ります。また、情報媒体を有効に活用しつつ、直接的な費用の削減だけではなく、

事務処理の方式、必要性なども再検討し、総合的に経費削減に努めます。さらに費用

対効果等の面から民間に委託すべき事業について長期的な視野に立って検討を進め

ます。 

広域行政による効率化を図るための「定住自立圏事業」については、中心市から離れ

ていることから取り組める事業が限られますが、尐しでも白川町民が質の高い行政サー

ビスを受けられるよう積極的に提言しながら取り組むこととします。 

 

○事務事業の整理合理化 

① 事務処理マニュアル（スケジュール、手順、手続き、システム操作など）を作

成し、異動後による事務の遅延やミスを防ぎ、事務引き継ぎが容易にでき、ま

た、担当がいなくても適切に対応できる体制を整備する。 

② 複数の業者に随意契約で発注している点検業務等、公共施設・設備の維持管理

業務（経常的な委託業務）の一元化、見直しを進める。 

③ 年間行事予定を早期に作成配布し、行事の調整を進めるとともに、各種の行事・

イベントの統合と見直しを進める。 

④ 外郭団体の事務局のあり方の検討を進めるとともに、会計事務等のチェック機

能の強化を図る。 

⑤ 電子データによる公文書等の有効な保存方法の検討を進めるとともに、ファイ

リングシステム（書類等を効率的に分類・整理するシステム）の導入を図る。 

⑥ 投票所の統合を進めるなど、投開票事務について先進事例を研究しながら見直

しを図る。 
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○手続きの簡素化・質の高い行政サービスの提供 

① マイナンバー制度への円滑な移行を図るとともに、さらに行政サービスの向上

を図るための自主利用の研究を進める。 

※マイナンバーは、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害

対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報である

ことを確認するために活用するものです 

② 各種情報媒体の活用による手続きの簡素化（コンビニ等における住民票の交付

等）を検討する。 

③ 定住自立圏事業等により、広域行政の施策をさらに研究し、行政サービスの向

上、事務の効率化を進める。 

 

○民間委託等の推進 

① ごみ収集やスクールバス運行業務、給食センター業務、公共施設管理業務等に

ついて、できる業務から民間委託を進める。また町内で委託を受けられる公益

社団法人又は一般法人等の組織設立を支援する。 

② 町道舗装の簡易補修（穴埋め）等、道路環境の維持についてもシルバー人材セ

ンターの積極的な活用を図る。 

③ NPO団体や商工会青年部（企業）などまちづくりに取り組む団体との連携を強

化し、「新しい公共」として取り組める分野を検討し、直営によらない公共サ

ービスを推進する。 

※「新しい公共」とは、行政だけが公共の役割を担うのではなく、地域のさまざまな主体（町

民・企業等）が公共の担い手の当事者としての自覚と責任をもって活動することで「支え合い

と活気がある社会」をつくるという考え方です。 

④ 白川スポーツクラブ（ＮＰＯ法人）の設立により、スポーツ関係３団体（体育

協会・スポーツ尐年団・チャオ白川スポルトクラブ）の統合を図る。 

 

○補助金等の整理合理化 

① 経年化する補助金については、最長３年間などできる限り補助期限を設け自立

経営できる仕組みづくりを進めることを盛り込んだ「補助金の見直し指針」を

別途作成する。 

② 新規事業として起業家支援補助制度を創設し、プレゼンテーション（企画案な

どの説明）において町の活性化に寄与すると判断されたものについて助成する

新たな仕組みを構築する。 
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（２）組織・機構改革 

年々事務量が増大する中、尐ない人員で行政サービスを低下させずに行政運営を進め

るためには、職員一人一人の資質の向上はもちろんですが、専門職の配置や従前の考え

方にとらわれることのない柔軟に対応できる体制の整備が求められます。あらゆる「枠」

にとらわれることなく、必要に応じた体制がとれるよう努めます。 

 

○効率的な組織の構築 

① 消防団員定数を見直すとともに、機能別消防団員の配置を進める。また地域に防災

リーダーを設置し、消防団と連携することで防災体制の強化を図る。あわせて消防

機材の適正配置、消防行事の見直しについて検討する。 

② ここ数年は職員の退職が多いことから、行政サービスの維持・向上を図るため、再

任用職員の雇用とともに、採用年齢の上限を緩和し、社会経験の豊富な即戦力職員

や専門的知識者など、多様な人材の確保に努める。。 

③ 専門的な知識・技能を必要とする部署に、長期的な視野に立って専門分野に対応で

きる職員（技師等）を配置できるようスペシャリストの人材育成を図る。 

④ 地域の拠点となる出張所の重要性が増していることから、本庁と出張所の役割を見

直し、出張所の在り方の再構築を図るなど、状況・ニーズにあった機構改革に努め

る。また、地域と一体となって具体的な活性化対策事業に取り組む地域担当職員（兼

務辞令による）の配置について検討する。 

⑤ 町民ボランティア制度については、必要なとき、場所、内容等を整理し、年代に相

応した協力要請、活動ができるシステムづくりを検討する。 

 

○委員会・審議会・協議会等の整理合理化 

① 会議の開催日、時間、場所等を工夫し、女性や若い年代層の委員の選任にも配慮し

ながら幅広い層の意見聴取に努める。。 

② 活動量と定員について再検討し、各種協議会・委員会の統合や、定数の見直しを進

め、一年に１～２回程度形式的に開催する委員会・協議会については廃止を検討す

る。 

 

○定員適正化計画による定員管理 

    組織の簡素化、事務事業の見直し等を図り、新たな定員管理指標や類似団体と

の比較数値等を参考に適正な定員管理に努めます。また、行財政環境の変化に応

じ、弾力的な人員配置を時期、事業の内容等にあわせ効果的に行います。 

 ※第５次行革大綱（Ｈ22～26）における 26年度末の目標職員数は 125人でしたので、現状は当

初の目標値からさらに 5人尐ない職員数となっています。 
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   【具体的な目標値】 

   平成３１年度目標職員数 １２０人（±０） 

５年前の職員数 Ｈ２６年度の 

職員数 

５年後の計画職員数 

Ｈ２１ Ｈ３１ 

１３５人 １２０人 １２０人 

 

① ２６年度と同数の職員数を維持する定員適正化計画を策定する。 

② 若い職員を定住させることにより地域の活性化を図る施策的雇用を進める。 

 

○人件費・給与等の適正化の推進 

① 職責に応じた格付けを行う（昇格制度の検討含む）とともに、家庭の事情や体調が

思わしくない職員のことを考慮し降格制度を導入する。 

② 時間外手当の適正な支給と管理、合わせて代休（年休）の取得しやすい環境を整備

する。（平均年休所得日数 現行 4 日 → 平成 31 年 8 日をめざす） 

③ 議員報酬の増額、特別職の適正な報酬額について検討する。 

④ 人事評価への移行を機に、高い評価を得た職員の給与への反映を一層明確化する。 

 

 

（３）財政健全化の推進 

アベノミクス効果は一部の大企業では見られるものの、未だ中小企業にまで浸透する

気配は見られません。地方では景気回復の兆しも依然見られず、税収は減尐する傾向に

ありますが、視野を広げ、情報を駆使して自主財源の確保に努めます。地方の活力を高

める「地方創生」に積極的に取り組むとする国の施策にもアンテナを張り、支援策を有

効に活用しながら地域の特性を活かした個性的な事業に取り組みます。地方交付税も先

行き不透明な状況にある中、どのようにすればそのサービスを確保することができるの

か、どの程度までなら提供することができるのか、またそこに無駄はないのかなどを個

別具体に検討し、収支の均衡が図れるよう財政規模の圧縮を図ります。また、健全な行

財政運営に努めることはもちろんですが、財政健全化法に示す指標等により町の財政状

況をわかりやすく町民に伝えるよう努力します。 

第３セクターの見直しや公共施設の統合等についても地域の方々に意見を求めながら

将来を見越して積極的に検討します。 

 

○経費の節減・自主財源の確保等 

① ふるさと納税の確保に向けさらに積極的に努めるとともに、あわせて来町を促す

ＰＲを図る。  

② 町有財産を有効に活用することとし、遊休土地の計画的な処分や賃借料・借地に
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ついて見直しを行う。 

③ 町単独の工事（舗装・維持修繕）・林道及び作業道の維持修繕について軽微なも

のについては現物支給により対応する。 

④ 県税事務所への職員派遣により、滞納整理のノウハウを吸収し、今後の滞納整理

に役立てる。また町税だけでなく、水道料金等の徴収なども含め滞納整理専門セ

クションを設置し、滞納整理の強化を図る。 

⑤ ゴミ減量のＰＲに努めるとともに、ゴミ収集業務の見直しを進め、パッカー車の

削減など効率化を図る。 

 

○受益者負担の適正化 

① 公共施設の使用料については、近隣の町村の使用料等を参考としつつ、維持管理に

かかる費用等から見直しを行う。またあわせて減免基準の見直しも行う。 

② 老人世帯、独居世帯（非課税世帯）の負担軽減の見直しと、保育料や水道使用料、

住宅使用料、ゴミ収集手数料、健康診査徴収金などについて、費用に見合う料金へ

の見直しについて検討する。 

③ 高齢化に伴う利用要望に沿って現在の路線バスのあり方を検討し、昼間はきめ細や

かな路線を走らせるデマンドタクシー（利用者の要求に応じて運行する形態）や予約バ

スなどへの移行を検討する。 

④ 高校生スクールバス運行事業、子育て支援家賃補助事業等、受益者が特定化してい

る事業については、政策としての意義と公平性の観点から、受益者の意見を聞きつ

つ継続・廃止・新事業への移行を検討する。 

 

○経費支出の見直し 

① コピー機など事務機器については、一元化管理を行い、一括での契約により経費の

削減に努める。 

② 引き続き公用車の一元管理を徹底し、効率的な稼働を行い、公用車の台数を削減す

るとともに、公用車の小型化・エコカー（低公害車）の導入等により車両購入費や

燃料費のコストを削減する。 

③ 電力供給先を新電力に変更するなど、光熱水費の節約に努める。 

 

○公営企業等の経営健全化 

① 白川町簡易水道更新基本計画に基づき、施設整備を進める。また業務の委託を検討

しながら、職員配置の適正化に努める。 

② 老朽化する施設の維持管理、簡水債の償還、人口の減尐等を勘案し、水道会計の健

全運営のため水道料金の見直しを図る。（公営企業会計への移行を目指し、固定資

産管理を明確にするとともに、基本料金と使用料金の比率を見直し、水道水の使用
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量増加を図る。） 

 

○第３セクター等の見直し 

① 質の高いサービスと良好な経営を図るため、それぞれの経営状況を把握し、将来に

向けた経営体制の見直し（統合含む）を適正に行う。 

② 行政は出資するだけでなく、経営に対する適切なチェックを行うとともに、経営状

況等について、わかりやすい情報公開に努める。 

③ 道の駅温泉、白川口駅売店のあり方、意義を再検討する。 

④ 一般社団法人である楽集館の管理運営について検討するとともに、可茂管内の図書

館利用について現状より利便性が向上するよう協議する。 

 

○公共施設の統合・管理等 

① 「公共施設等総合管理計画」を策定し、計画に沿った維持管理に努める。 

② 保育園、小学校、中学校の統廃合問題について地元の意向を十分確認するため意見

交換を行い、検討を進める。 

③ 役場本庁・町民会館・各出張所・観光施設（道の駅等）のＷｉ－Ｆｉフリースポッ

ト化（無料でネットに接続できる場所）を推進する。 

④ 各地域社会体育施設の統廃合と管理について協議を進め、白川スポーツクラブ設立

時の管理移管について検討する。 

⑤ 役場本庁舎の老朽化、また現在地が土砂災害特別計画区域に指定されていることか

ら、大規模災害時における防災拠点及び避難場所としての機能強化と、窓口機能の

ワンフロア化による利便性向上のため、新庁舎の移転建設計画を検討する。 

⑥ 災害対策法の改正に伴う指定緊急避難場所・指定避難所の見直しと福祉避難所の指

定を早期に行う。 

⑦ 貴重な人材となるＩターン者等のための住環境整備に努める。また、町営住宅・教

職員住宅の効率的な活用・相互利用について検討する。 

 

 

（４）行政運営改革 

高まる高齢化率・減る出生数、人口減尐が続く中、町に活気が見られなくなったとの

声が寄せられています。元気なまちづくりを進めるためには住民参加が欠かせません。

「地域が自ら考え、自ら取り組む」、地域の知恵と努力を結集して、若者の「田園回帰」

を実現するための施策と定住化促進のための施策に積極的に取り組みます。 

また、住民参加を促すため、あらゆる情報媒体を活用して情報発信と情報の共有に努

めます。 
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○内部評価制度等の検討 

① 行政改革の進捗状況等について行政改革推進協議会に報告し意見を伺うほか、き

め細かなまちづくり懇談会等の開催やＳＮＳの活用で町民の意見聴取に努める。 

② 人事評価においては、業務に限らず地域活動やボランティアなど他の模範となる

功績も称え、モチベーション（動機付け）のアップとやる気を醸成する。 

 

○情報公開の推進と情報の共有化 

① ＳＮＳ（インターネットを利用したサービス）の積極的な利用により広報紙を補完する

情報伝達手段を検討するほか、住民向けメール配信システム「すぐメール」を利

用し各種情報提供に積極的に努める。 

② 移住・定住の推進を図るため、子育て世代に対して行っている手厚い行政サービ

スなどをわかりやすくまとめＰＲする。 

③ 町の行う補助・助成事業を分野別にまとめた情報を提供するシステムを構築し公

開する。 

 

○協働推進体制の充実・定住化の促進 

① ＮＰＯ団体等の育成支援を行い、各種審議会委員・協議会委員に登用することで、

行政支援団体として「新しい公共」としての位置づけと活用を図る。 

② 住民との距離感が、住民との協働の機運を醸成することにつながることから、住

民が求める行政サービスの内容の把握に努める。ニーズを推測するのではなく、

非効率でも直接対話の機会を増やす。 

③ 定住対策・移住促進・空き家の活用等に積極的に取り組むこととし、リフォーム

支援・近場同居支援・空き家バンク・空き地バンクなどを検討する。 

④ 定住対策・移住促進のための移住交流サポートセンターを立ち上げる。また、名

古屋都心部への白川町名古屋事務所兼アンテナショップ開設を検討する。 

⑤ 大学の知恵を地域に活かす「域学連携制度」などを活用し、衰退気味の農林業活

性化策を模索する。また、白川町の兼業農家にあった農林業の在り方・仕組みを

検討する。 

⑥ 農林業に関心のある人の受入れを進めるため、農業・林業の指導員による支援体

制づくりを構築する。 

⑦ 地域おこし協力隊の新しい発想と行動力を支援し、新たな活性化策を研究すると

ともに協力隊員の定住を促す。 

⑧ 行政と町民の役割分担を見直し、地域でできることは地域で自主的に行うという

「地域の自己決定・自己責任」の考え方の浸透を図り、住民自治の強化をめざす。 

⑨ 地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、地域振興券の流通を促し、町

内企業・商店の優先的な利用を推進する。 
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（５）職員の意識改革 

  職員数を年々減尐させてきたこともあり、職員には今まで以上に資質の向上が求めら

れ、高い法制能力や高度なコミュニケーション能力が求められています。組織を活性化

させるためには、「元気」な職員が必要となります。質の高い人材を確保するとともに、

研修参加の機会を増やし、一層の能力開発をめざします。また、能力の高い職員、やる

気のある職員、地域でも活躍する職員などを総合的に評価し、モチベーションを上げる

制度への移行を進めるほか、評価の本人へのフィードバック（本人に情報を知らせ「気づき」

を提供する）を徹底し、職員のまちづくりに対する意識の喚起を図ります。 

 

○職員の能力開発及び資質の向上 

① 職員育成のため積極的な研修参加機会をつくり能力開発に努めるとともに、職員全

体の研修会の開催機会を増やし、課題の共有と職員の地域づくりに対する意識を醸

成する。 

② 職員提案制度の充実を図り、業務改善の提案などを常時受け付けるほか、町政全般

についての政策提案ができる体制を整備する。（課題ごとに若手職員によるプロジ

ェクトチームを編成する。） 

③ 優れた職員を獲得するため従来の採用慣習にとらわれることなく職員採用方法の

見直しを進める。また、本人の意欲に基づいたスペシャリストの育成、採用に努め

る。 

④ 課内人事異動の積極的な活用と、業務の状況に応じた係間の応援態勢を構築する。 

⑤ 女性管理職の登用、若手・中堅職員の積極的な登用を図る。 

⑥ 町が職員の技術免許等の取得をサポートする体制づくりを進めるほか、役職に関係

なく評価しあう仕組みや資格の有無により大きく業績を上げている職員について

評価する制度を確立する。 

 

○目標意識の徹底 

① 政策的事業については、具体的な目標を設定し、課長会議において進捗状況を評

価する。 

② 人事評価制度においては目標管理制度を導入することとなるので、本人へのフィ

ードバックを徹底し、職員に「気づき」を提供し自覚を促すことで組織の活性化

をめざす。 
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黒川地区公民館

佐見地区公民館

給食センター

生涯学習係

白川地区公民館

白川北地区公民館

中央公民館 蘇原地区公民館

子育て支援係 蘇原保育園

黒川保育園

佐見保育園

小中学校
佐見小

(教育主幹) 白川中
白川保育園

黒川中
白川北保育園

佐見中

白川北小
議　　　　会 議会事務局

蘇原小

教　育　長 教　育　課
黒川小

教育委員会 学校教育係

土　木　係

会計管理者 会　計　室
白川小

林　務　係

建設環境課 環　境　係

水　道　係

保　健　係

農　林　課 農　務　係 (農業委員会)

黒川出張所

佐見出張所

保健福祉課 福　祉　係

税　務　係

地籍調査係

白川北出張所

蘇原出張所

財　政　係

企　画　課 企　画　係

商工観光係

町　民　課 住　民　係

白　　川　　町　　行　　政　　機　　構　

町　長 参　事 総　務　課 行　政　係 (選挙管理委員会)

【平成２６年度末の状況】
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施　設　の　名　称 管理の状況 現在の委託先

白川斎場 直営（業務委託） （典霊）

さわやか白楽園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 指定管理者（管理・運営） 白川町社会福祉協議会

黒川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ気楽園 指定管理者（管理・運営） 白川町社会福祉協議会

佐見ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰせせらぎ園 指定管理者（管理・運営） 社会福祉法人　白泉会

福祉センター　（さわやか白楽園） 指定管理者（管理・運営） 白川町社会福祉協議会

福祉センター　（気楽園） 指定管理者（管理・運営） 白川町社会福祉協議会

白川町介護予防拠点施設
（通称：まめな館とみだ）

指定管理者（管理・運営） 白川町社会福祉協議会

白川町保健センター 直営

農村環境改善センター（公民館併設） 直営

農林漁家婦人活動促進施設
　　　　　　　　　　（公民館併設）

直営

佐見むつみ会館 直営（業務委託あり）
鍵管理・清掃のみ

特産物生産技術伝習所 直営 茶業振興会

さわやか広場「みかわドーム」 指定管理者（管理） 白川町社会福祉協議会

飛騨美濃特産名人の館　茶・ちゃ・チャ 直営

新規就農者研修施設　鱒渕団地 直営

白川町林業センター 管理委託 白川町森林組合

新白川温泉施設 指定管理者（管理・運営） （有）白川町農業開発

クオーレふれあいの里 指定管理者（管理・運営） （株）美濃白川クオーレの里

せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村 指定管理者（管理・運営）
美濃白川ふるさと体験村

管理組合

ことばの教室 指定管理者（管理・運営） 社会福祉協議会

白川射撃場 指定管理者（管理・運営） 白川町猟友会

白川保育園

白川北保育園

蘇原保育園

黒川保育園

佐見保育園

白川町中央公民館

白川北地区公民館

蘇原地区公民館

黒川地区公民館（改善センター併設）

佐見地区公民館（農林漁家施設併設）

美濃白川楽集館 指定管理者（管理・運営）
一般社団法人

美濃白川楽集館

美濃白川生活文化資料館 指定管理者（管理・運営）
美濃白川ふるさと体験村

管理組合

黒川いこいの家 直営

白川口運動場

中川運動場

油井運動場

切井運動場

三川運動場

東黒川運動場

中黒川運動場

西黒川運動場

上佐見運動場

下佐見運動場

切井体育館

直営

直営

直営（業務委託あり）
清掃、受付、照明使用料収納 （運営委員会）

施設管理の状況
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第６次白川町行財政改革 

白川町役場 

総務課 行政係 

岐阜県加茂郡白川町河岐 

電話(0574)72-1311 


