
【事業の効果】

観光振興による経済波及効果が見

込まれ、地域の活性化及び移住・

定住の促進につながる

五ヶ瀬町

２　産業の

振興

本町の観光及び特産品のＰＲに対

する経費

【事業の必要性】

観光と特産品の振興を図るため、

ＰＲ動画やＳＮＳを活用し活性化

五ヶ瀬町過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）　新旧対照表

変更後 変更前変更箇所

 (3) 計画

事業計画（令和３年度～７年度）

的発展特別事

業

　観光

【事業内容】

事業名

（施設区分）

(１０)

過疎地域持続

備考
事業

事　業　内　容

観光・特産品ＰＲ事業観光・特産品ＰＲ事業

五ヶ瀬町

P.30

29行

２　産業

の振興 主体施設区分

持続的発展

を図る

 (3) 計画

事業計画（令和３年度～７年度）

持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業
備考

施設区分 （施設区分） 主体

２　産業の (１０)

振興 過疎地域持続 【事業内容】

的発展特別事 本町の観光及び特産品のＰＲに対

業 する経費

　観光 【事業の必要性】

を図る

【事業の効果】

観光と特産品の振興を図るため、

ＰＲ動画やＳＮＳを活用し活性化

定住の促進につながる

第三セクター運営経費補助事業

【事業内容】

観光振興による経済波及効果が見

込まれ、地域の活性化及び移住・

五ヶ瀬町

【事業の効果】

地域産業の振興、住民サービスの

維持・向上、地域雇用の拡大など

「地域活性化」の実現につながる

第三セクターの安定的運営に対す

る経費

【事業の必要性】

町が出資する第三セクターの効率

化・経営健全化を図る



備考

　　Ｌ＝200ⅿ

　　立壁・高畑線　貫原工区　Ｌ

　　＝320ⅿ

P.37  (3) 計画  (3) 計画

29行 事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和３年度～７年度）

五ヶ瀬町過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）　新旧対照表

変更箇所 変更後 変更前

施設の整 施設区分 （施設区分） 主体 施設区分 （施設区分） 主体
備考

持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業４　交通 持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業

備、交通 ４　交通施設 (１) 社会資本整備総合交付金

　　300ⅿ

　　赤谷・小学校線　赤谷工区

４　交通施設 (１) 社会資本整備総合交付金

　　300ⅿ

　　赤谷・小学校線　赤谷工区

市町村道 　道路改良

手段の確保 　道路 　　赤谷中央線　赤谷工区　Ｌ＝

　　立壁・高畑線　貫原工区　Ｌ

手段の確 の整備、交通 市町村道 　道路改良 の整備、交通

　　Ｌ＝200ⅿ

保 手段の確保 　道路 　　赤谷中央線　赤谷工区　Ｌ＝

　　深谷・笠部線　深谷工区　Ｌ 　　深谷・笠部線　深谷工区　Ｌ

　　＝320ⅿ

　　＝320ⅿ

　　赤谷・下山線　横通工区　Ｌ 　　赤谷・下山線　横通工区　Ｌ

　　＝320ⅿ

　　波帰・鳥越線　波帰工区

　　＝100ⅿ 　　＝100ⅿ

　　宮の原・兼ヶ瀬線　戸川工区

　　　Ｌ＝350ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ

廻渕・川曲線　川曲工区

　　　Ｌ＝120ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ

　　本屋敷・波帰線　波帰工区

Ｌ＝450ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ

　　　Ｌ＝1,500ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ

五ヶ瀬町

五ヶ瀬町

　　宮の原・兼ヶ瀬線　戸川工区

　　　Ｌ＝350ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ

　　波帰・鳥越線　波帰工区

　　　Ｌ＝120ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ

　　本屋敷・波帰線　波帰工区

　　　Ｌ＝1,500ⅿ　Ｗ＝5.0ⅿ



事業
備考

主体

五ヶ瀬町

 (3) 計画

事業計画（令和３年度～７年度）

持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業
備考

施設区分 （施設区分） 主体

４　交通施設 (３) 林道舗装

五ヶ瀬町
の整備、交通 林道

事業名

五ヶ瀬町五ヶ瀬町

五ヶ瀬町過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）　新旧対照表

変更箇所 変更後 変更前

P.38  (3) 計画  (3) 計画

（施設区分） 主体 施設区分 （施設区分） 主体

34行 事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和３年度～７年度）

４　交通 持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業
備考

持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業
備考

施設の整 施設区分

備、交通 ４　交通施設 (１) 社会資本整備総合交付金

　　＝120ⅿ

　　本屋敷・波帰線　本屋敷工区

社会資本整備総合交付金

　　＝120ⅿ

　　本屋敷・波帰線　本屋敷工区

　　Ｌ＝250ⅿ

４　交通施設 (１)

手段の確 の整備、交通 市町村道 　落石対策 の整備、交通 市町村道 　落石対策

保 手段の確保 　その他 　　坂本・鞍岡線　大石工区　Ｌ 手段の確保 　その他 　　坂本・鞍岡線　大石工区　Ｌ

　　Ｌ＝250ⅿ

一棚・長崎線

Ｌ＝210ⅿ　Ｗ＝3.5ⅿ

五ヶ瀬町

舗装修繕事業

20行

P.39  (3) 計画

事業計画（令和３年度～７年度）

（施設区分）

４　交通 持続的発展

(３) 林道舗装

事　業　内　容

手段の確 の整備、交通 林道 　岩神・大石線　Ｌ＝1,000ⅿ

備、交通 ４　交通施設

　岩神・大石線　Ｌ＝1,000ⅿ

手段の確保 屋所線　Ｌ＝500ⅿ

施設の整 施設区分

　屋所線　Ｌ＝200ⅿ保 手段の確保



地域産業の振興、住民サービスの

維持・向上、地域雇用の拡大など

「地域活性化」の実現につながる

町が出資する第三セクターの効率

化・経営健全化を図る

【事業の効果】

第三セクター運営経費補助事業

五ヶ瀬町

【事業内容】

第三セクターの安定的運営に対す

る経費

【事業の必要性】

込まれ、地域の活性化及び移住・ 込まれ、地域の活性化及び移住・

定住の促進につながる 定住の促進につながる

【事業の効果】 【事業の効果】

観光振興による経済波及効果が見 観光振興による経済波及効果が見

ＰＲ動画やＳＮＳを活用し活性化 ＰＲ動画やＳＮＳを活用し活性化

を図る を図る

五ヶ瀬町

振興 過疎地域持続 【事業内容】 振興 過疎地域持続 【事業内容】

的発展特別事 本町の観光及び特産品のＰＲに対 的発展特別事 本町の観光及び特産品のＰＲに対

業 する経費 業 する経費

２　産業の (１０) 観光・特産品ＰＲ事業

五ヶ瀬町

２　産業の (１０) 観光・特産品ＰＲ事業

　観光 【事業の必要性】 　観光 【事業の必要性】

観光と特産品の振興を図るため、 観光と特産品の振興を図るため、

事業
備考

の振興 施設区分 （施設区分） 主体 施設区分 （施設区分） 主体

２　産業 持続的発展 事業名
事　業　内　容

事業
備考

持続的発展 事業名
事　業　内　容

五ヶ瀬町過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）　新旧対照表

変更箇所 変更後 変更前

P.77  (3) 計画  (3) 計画

13行 事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和３年度～７年度）


