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紺綬褒章　伴 巖さん受章 
　伴巖さん（門間）が１月３１日、紺綬褒章（公益のため私財を寄附）を授与され、３月２４日、

広江町長から伝達されました。 

　今回の受章は、昨年５月１４日に老人福祉事業費などとして現金１,０００万円寄附されたこ

とによるものです。 

　町では寄附を受け、福祉会館機能回復訓練室の備品購入や町社会福祉協議会への車

両購入の補助をしました。 

　また、老人クラブなどが行う各事業に対し補助を一定期間継続するため、伴健康長寿基

金を設置し、健康長寿推進事業の補助金に充てるなど活用させていただいております。 

自治功労者表彰　安田敏雄議員受賞 

　安田敏雄議員が、全国町村議会議長会から自治功労者表彰されました。 

　安田議員は１５年余りの永きにわたり町議会議員として在職され、地域自治に貢献された

功労が認められたもので、このほど岡田議長から表彰状が伝達されました。 

全国町村議会議長会 

　３月１７日に満１００歳を迎えられた岡田いちのさんを広江町長

が訪ね、長年にわたり地域の発展に寄与されてきたことを感謝

するとともに長寿をお祝いし、長寿者褒賞金を贈呈しました。 

　岡田さんは、普段編み物をされたり、歌を歌われたりご自宅で

とてもお元気に過ごされています。 

　この日はご家族の方も集まられ、いちのさんを囲んで和やか

なひと時を過ごされました。 

　岡田さんは「多くの方からお祝いをいただき感謝の気持ちで

いっぱいです。今までもそうだったようにこれからもいろんなこと

に挑戦していきたい」と感想を言われました。 

岡田いちのさん百歳おめでとうございます 

町長から祝状などを受け取られる岡田さん（前列中央） 

２月１３日開会　同日閉会 第１回笠松町議会臨時会議決結果 
第 １ 号議案　町道の路線認定について 

　奈良町町内会からの道路整備の要望により、上新町６号線の道路新設のため路線認定。 

第 ２ 号議案　平成２０年度笠松町一般会計補正予算について 

　　　補正額 ２０,７４７,０００円 

　　　補正後歳入歳出予算額 ６,００６,８９２,０００円 

　定額給付金支給事業および子育て応援特別手当支給事業の対象者の把握や通知書の作成などの準備費、

来年度に予定している下羽栗小学校の放課後児童クラブのプレハブ教室設置に支障がある既存の遊具などを

移転させるための工事請負費の増額補正など。 

〔提出議案はすべて可決〕 
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　２月２８日、笠松中央公民館で“「道

徳のまち笠松」のつどい”が開催さ

れ、約５００人の皆さんが集まりました。

町長のあいさつ、「道徳のまち笠松」

の趣旨説明に引き続き、ノンフィクシ

ョン作家の柳田邦男さんに講演を

いただきました。講演の前半では、

豊富な日本各地での体験や情報を

もとに、町民のコミュニケーションが

風土づくりには大切なことをお話し

いただきました。後半には、人として

の心を育むことについて語られ、感

動の原体験を大切にすることや絵

本の読み聞かせによる心の育みに

ついてスライドを使い、わかりやすく

お話しいただきました。 

　会場の大ホールでは立ち席でお聞きされた方や、３階ロビーでテレビモニター画像を通して参観された方もありまし

た。にもかかわらず、共感し終始熱心に講演を聞いていただきました。最後は、「道徳のまち笠松」推進会議の道家

嗣典会長が、「道徳のまち笠松」のアピールを読み上げ、参加者全員の拍手をもって採択されました。同席された柳

田さんからも激励の拍手をいただき、閉

会しました。 

　この“つどい”を機に、「道徳のまち笠

松」への関心をさらに高め、アピールの

趣旨を毎日の生活や仕事に生かせるよ

う取り組みを進めてまいります。 

柳田邦男さんの講演　絵本でこころを育む 

道徳のまち笠松　アピール 
　私たちの社会は今たいへんな時代を迎え、これまで経験したこと

のないさまざまな課題に直面しています。こうした状況に臆すること

なく、むしろこうした状況だからこそ、私たちの町「笠松」に引き継が

れてきた道徳心を大切にし、これまで以上に生きがいと誇りのもてる

心温まる町にしなくてはなりません。 

　こうしたまちづくりを進めるには、笠松町民憲章に示されている「共

に生きる」精神と「互いに尊重し合う」精神を、町民一人ひとりが大

切にし、みんなで力を出し合ってまちづくりができるよう、町民の皆さ

んに次のことを呼びかけます。 

　１.人と人との心のつながりを大切にしましょう 

　１.地域社会のために、自分にできることをしましょう 

　１.人として互いに尊重し合いましょう 

　　　　　平成２１年２月２８日 

平成２０年度「道徳のまち笠松」のつどい 
「道徳のまち笠松」アピールを読み上げる道家会長 



　笠松町の新たな発展のためには、町の歴史・文化、自然条件を現代の社会経済的条件の中で再生させるこ

とが重要であり、そこに新たに「笠松らしさ」を付加し、住民協働の理念のもとで町全体が「動いている」と実感

できるようなまちづくりを進める必要があることから、新たに「リバーサイドタウンかさまつ計画」を策定しました。 

　まちづくりを担う町民、事業者、行政が共有する理念や指針を描き、町が重点的に進める施策や事業を盛り

込んでいます。町の財政状況が厳しさを増していることなどから、特に町固有の資源の効果的な活用を図るた

め、３つの基本目標と７つの重点課題を設定して、今後の新しい時代に適切に対応した計画とし、また、推進する

ためには、さまざまな手法を用いて住民参画を充実し、住民協働の理念の下で実現することを基本としています。 

　また、町の持つ潜在的な力である「馬」と「木曽川の河川空間の景観」を組み合わせた、癒しの空間を

創出した事業展開として、木曽川河川敷に放牧場などを整備することも計画しています。 
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・町がこれからのまちづくりを進める上で、特に中心市街地において、その中心的な役割を果たす「ま
ちの拠点」として「まちの駅」を複数箇所設置し、それを核としたまちづくりを進める。 
・町の市街地は古くからの歴史を持つまちとして、由緒ある町並みや集落環境に恵まれていることか
ら、新旧市街地が調和を保ちつつ、良好な環境を創出していけるようなまちづくりを進める。 
・中心市街地の「まちの駅」や鉄道駅を中心に、町の歴史文化資源を最大限に生かし、「まちめぐり」
が楽しめるような、安全で快適なネットワークづくりを進める。 

（１）まちの駅整備（5ページ参照） 
（２）まちづくり拠点施設整備 
（３）歴史的建造物、文化的財産の利活用 

重点課題 

・町は川湊の町として繁栄・発展してきたが、時代の進展とともに川との関係も希薄となり、以前のよう
な賑わいも見られなくなってきたことから、木曽川を町の玄関口、人々が行き交う交流の場として、川
を生かしたまちづくりを進める。 
・町の個性を生かした、広大な木曽川河川敷のスポーツレクリエーション利用を促進し、広 と々した河
川環境と景観を積極的に取り入れたまちづくりを進めるとともに、町外の市町村や町内外の観光ス
ポットなどのネットワーク化を進める。 

（１）川の駅整備 
（２）木曽川、木曽川河川敷の利活用 

重点課題 



　地域住民や来訪者（観光客）が気軽に立ち寄り、地域の情報などを得られる交流の場です。 

　「おもてなしの心をもつ人」がいて、誰もが借りられる「トイレと休憩の場」と「地域の情報」があり、

「共通の看板」を掲げれば、どこでも「まちの駅」になれます。 

※新たに施設などを整備する必要はありません。 
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・町には、春まつりや川まつり、リバーサイドカーニバルに代表される、地域資源を活用したイベントが
全町的な体制の下に開催されているが、今後は、さまざまなニーズを把握しながら、地域特性や季
節の移り変わりなどが楽しめる魅力あるイベントを展開していく。 
・イベントの実施については、住民による自主的、主体的な活動を促進し、イベントの企画から実施、運
営まで、地域住民が中心的な役割を果たし、行政がそれを支援する体制を作り上げていくこととし、
それにより、より一層町内の多くの人を引き寄せる原動力を築いていく。 

（１）歴史的、文化的財産や地域特性を活かした個性あるイベントの開催 
（２）木曽川とその周辺を活用したイベントの開催 

重点課題 

まちの駅　イメージ図 
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　笠松町は明治２２年７月１日に町制を施行し、本年生誕１２０年を迎えます。 
　そこで笠松町は「木曽の流れと共に 未来へ続け ! 笠松町」をスローガンに、今年度１年間を通じて、
さまざまな記念事業を実施します。町民の皆さんには、１つでも多くの記念事業に参加していただき、
木曽の流れと共に歩んできた笠松町の歴史を振り返るとともに、活気ある未来の笠松町を考える１年
間にしていただきたいと思います。 

日　程 
４月１２日（日） 
８月１５日（土） 
８月１７日（月） 
８月２９日（土） 

１０月６日（火）～ 
 
１０月１８日（日） 
 
 
 
 
 
１１月１日（日） 
 
 
 
 
１１月２３日（月） 
３月末（予定） 
 
 
 

その他 

イ　ベ　ン　ト　名 
笠松春まつり 
笠松川まつり 
NHK　夏のラジオ体操（笠松みなと公園） 
第８回飛騨・木曽川Eボート交流大会 
笠松町生誕１２０年記念企画展「織りと染め～笠松の風景～」歴史民俗資料館 
記念冊子刊行（時期未定） 
リバーサイドカーニバル 
　・１２０人対１２０人　大綱引き大会 
記念式典 
　第１部 
　・町功労者表彰 
　・笠松町マスコットキャラクター特選受賞者表彰 
　・「町の花」発表 
　第２部 
　・記念講演会 
　同時開催 
　・わがまち「かさまつ」ふれあい記念展（町に関する写真や絵の展示会） 
笠松町スポーツ＆レクリエーション祭 
笠松みなと公園　モニュメント時計設置事業 
笠松コンシェルジュ「笠松力検定の実施、笠松観光ナビゲーターの発足」 
笠松町民スポーツ大会（体育協会主催） 
笠松中学校新屋内運動場建設応援事業 
図書室「郷土資料」コーナーの整備 
「歴史と文化のまち『かさまつ』まるごと博物館」準備事業 
記念凧製作（木曽川凧あげまつりに参加） 
児童生徒による自主企画記念事業補助事業および各種団体などによる提案型記念事業補助
事業 

　笠松中学校の体育館（屋内運動場）は、昭和３８年に建築され老朽化が目立つとともに、診断により耐震補強も必要で
あるとされています。 
　町では、この体育館を住民も広く活用できる複合的施設として建て替えを計画し、平成２５年度の事業着手を予定して
います。 
　町生誕１２０年記念事業の一環として今年度から「笠松中学校整備対策審議会」にて体育館の規模や機能、デザイン
などの調査研究を始めるとともに、建設に要する財源を広く皆さんから募ります。皆さんからの寄附金は「笠松中学校新
屋内運動場建設基金」に積立て、建設経費に充てさせていただきます。 
　詳しくは、教育文化課までお問い合わせください。 

※日程および企画につきましては、変更することがあります。 
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町が取り組む施策や事業についてわかりやすくご紹介します 

新生児聴覚検査費の助成制度 ２８ 

　子どもの成長発達には「聞こえ」の機能が大切です。しかし、生まれつき耳の聞こえに障がいがあるお子さんが、

１０００人に１～２人生まれると言われています。聴覚障がいは、赤ちゃんのうちに発見し、早い段階で適切な支援を

することによって、成長発達を促すことができると言われています。現在、一部の医療機関で赤ちゃんを対象に行

う「耳の聞こえ」の検査を実施しています。 

　町では新生児聴覚検査を安心して受けていただけるように検査費の一部を助成し、子育て支援の一環として

子どもを生み育てやすい環境づくりを推進します。 

新生児聴覚検査とは・・・ 
　生後１～２日目頃の入院中の赤ちゃんを対象に、自然睡眠中に頭に専用の器具を貼りつけて、ささやき声くらい

の小さな音を聞かせて、音が聞こえた時に出る脳波の一種を検査する方法です。 

　検査に要する時間は数分間で、痛みは伴いません。また、薬も使いません。 

　検査費用は、医療機関により異なり、また保険適用外のため自己負担となります。そこで、町では４月から検査費

の一部を助成します。 

新生児聴覚検査実施医療機関 
　出生後、入院中に自動聴性脳幹反応検査（自動ABR）ができる医療機関であれば指定はありませんので、受

診している医療機関に検査についてお尋ねください。 

　なお、入院中に自動聴性脳幹反応検査（自動ABR）ができない医療機関で出生した場合は他の医療機関で

の外来検査ができますので、福祉健康課までお問い合わせください。 

新生児聴覚検査助成事業 

【問合先】福祉健康課 

対 象 者  
 

助 成 額  

助 成 回 数  

検 査 方 法  

申 請 方 法  
 

 
 
必 要 書 類  

笠松町に住所を有し、平成２１年４月１日以降に新生児聴覚検査を実施した乳児の
保護者 

３,７００円（ただし、検査費が助成の額に満たない時は検査費の額） 

初回検査および確認検査それぞれ１回 

自動聴性脳幹反応検査（自動ABR） 

検査終了後、６カ月以内に、初回検査および確認検査それぞれについて必要書類
を添えて福祉健康センター健康担当または、役場福祉健康課に申請してください。 

・笠松町新生児聴覚検査費助成申請書 
・新生児聴覚スクリーニング検査結果票の写し（検査方法および実施方法、検査
結果が確認できるもの）または、これに相当するもの。（岐阜県内の医療機関
の場合は医療機関からいただけます。岐阜県外の医療機関の場合は福祉健康
課にお問い合わせください。） 
・新生児聴覚検査費に係る領収書の写し 
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　町では、２月２６日廃棄物減量等推進員など４１人の
皆さんを対象に、岩倉市と大垣市のガラスびんの関係
の工場と輪之内町にあるトレーの工場計３カ所のリサイ
クル工場を視察しました。この視察研修は「分別回収
された資源ごみは、どこでどのような形でリサイクルされ
ているのか」などの声があり、廃棄物減量等推進員や
町内会長の皆さんに、どのような工程で加工・再生され
ていくのかを視察研修していただくために計画をしたも
のです。 
　今回の視察で、ごみを分別することにより、ごみが再
利用でき、資源が有効に活用できることを学び、分別の
大切さを実感することができたかと思います。 
　廃棄物減量等推進員や町内会長さんには、今回の
視察で学ばれたことを地域の皆さんにお伝えいただき、
今後もごみの減量やリサイクルに取り組んでいただきた
いと思います。 トレーをリサイクルするエフピコ中部工場を視察 

おばばを歌う田中さん、山田さん、藤沢さん（左から）と県町のはやし方の皆さん 

わいわいフォーラムⅩ 

　各地で歌われている民謡「おばば」について
のわいわいフォーラムX（町文化協会主催）が２月
２１日、町民２００人が参加して中央公民館で開催
されました。 
　毎年笠松春まつりでは、上柳川町・県町・宮川町・
八幡町など出番町内の方たちは、おばばと呼ば
れるボボ車に太鼓を打ちながら「おばばどこいき
やるナ　おばばどこいきやるナ　三升樽さーげて
　ソウラバエー　嫁の在所ヘナ　嫁の在所ヘナ
　ササ孫抱―きに　ソウラバエー」と歌いながら
町内を練り歩きます。 
　田中鴻一ぎふ児童合唱団団長は、おばばは陽
音階で歌われていて、伝承された時代や地方に
より陰音階に変化したのではないか。笠松は本
来の陽音階で歌い継がれていると解説されました。
陽と陰の音階でおばばを歌い陽と陰の違いを指
摘されました。 
　おばばを地域の伝承芸能として、幼児期から
伝えることの大切さも提案されました。 
　藤沢隆明県町おばば保存会世話人は、おば
ばの起源や県町の巡行の様子を話されました。 
　最後に山田晴生町文化協会会長も一緒にお
ばばを歌いフォーラムを終了しました。 

　笠松みなと公園内のトンボ広場は、４月１日からご利用いただけ

ます。この広場内に限り、制限付きで火気の使用ができますので、

公園利用のルールやマナーを守ってきれいに使いましょう。 

【広場ので火気使用可能時間】 

　午前９時～午後５時 

【公園駐車場利用時間】 

　午前８時４５分～午後６時 

（施設保護のため、４月１日から夜間は入口を施錠します） 

※火気使用時には公園内看板の注意事項を厳守してください。 

笠松みなと公園トンボ広場オープン 



　文化庁は児童生徒に優れた舞台芸術を鑑賞させ、芸術文化団体による実技指導、ワークショップやこれらの団体と共演
することにより児童生徒に芸術を愛する心を育て、豊かな情操を養うことを目的に実施しています 

　下羽栗小学校で、２月２０日、東京混声合唱団が世界の
名曲「ハレルヤ」「流浪の民」、日本民謡の合唱曲で、尺八
の伴奏で会場を歩きながら歌う「追分節考」、児童にもおな
じみの「となりのトトロ」などを合唱の美しいハーモニーを披
露しました。 
　コンサートの前に合唱団員がワークショップとして児童に
校歌の歌い方について指導しており「下羽栗小学校校歌」
団員と児童の迫力ある大合唱に保護者たちも聴き入って
いました。指導した団員も児童の上達ぶりに驚いていました。 

東京混声合唱団コンサート 
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迫力の合唱を鑑賞する児童たち 

セントラル愛知交響楽団 

オーケストラを指揮する児童 

　３月４日、笠松小学校でセントラル愛知交響楽団の
演奏会が開催されました。 
　児童や保護者でいっぱいの講堂で、ワグナー「マイ
スタジンガー」モーツァルト「ディベルティメント」チャイ
コフスキー「くるみ割り人形」などがオーケストラの美
しい調べが演奏されました。 
　弦楽器・管楽器・打楽器の紹介、「ずいずいずっこ
ろばし」など日本のわらべ歌、児童の指揮者体験、井
上博嗣教諭の独唱、「世界がひとつになるまで」など
３曲を児童との協演、フルオーケストラの演奏で児童
全員が「笠松小学校校歌」を合唱しました。 

笠松中学３年生にプレゼント 

アイデアを提案した生徒にクッキーをプレゼントする組合員 

　３月９日、笠松中学校に笠松菓子組合から素敵なプレゼ
ントがありました。 
　３年４組の生徒たちが２月に、しあわせプロジェクトの提案
のひとつとして競走馬のひづめを保護する蹄鉄形の「オグ
リキャップクッキー」を作製し、クッキーを将来商品化して、
全国的に笠松の知名度を上げたいと提案されました。 
　菓子組合では、この提案を聞き「蹄鉄クッキー」を作り、３
年生全員に贈呈しました。 
　贈られたクッキーを見て、クッキーを作った生徒はクッキー
の厚みや表面の焼き色と緑色と赤色のドレーンチェリーの
色彩の美しさなどプロの技に感心していました。 

　クッキーは情報発信の拠点でもある「ふらっと笠松」で笠
松のオリジナル商品として限定販売されました。中学生が
考えた笠松らしさを生かした提案が、菓子作りの皆さんの
努力で実現されました。 



��

　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催
の「笠松春まつり」を１２日（日）まで開催して
います。 
　期間中は『桜まつり』のほか『笠松陣屋市』
『宵まつり』『本まつりオープニング』『大名行
列お奴』『町内みこし』など多彩な催しを用意
しています。ご家族そろってぜひお出かけくだ
さい。 



11

【日時】 
４月１２日（日）まで 
 
【内容】 
奈良津堤三角駐車場付近
一帯の桜並木午後１０時ま
でライトアップ 
※危険防止と景観阻害防止のた
めロープ張りなどでの場所取り
は禁止。 

【日時】 
４月１１日（土） 
午前１１時～午後４時 
【内容】 
本町通り一帯を歩行者天国
にしてフリーマーケット、即売
会、屋台コーナー、駄菓子販
売、子ども広場など、陣屋市
を再現。 

【日時】 
４月１１日（土） 
午後５時～８時３０分 
【内容】 
西宮町産霊神社境内で町
内みこし奉納、舞台イベント、
屋台コーナー、抽選会の開催。 

【日時】 
４月１２日（日） 
午後０時３０分～３時１５分 
【内容】 
県重要無形民俗文化財の
大名行列お奴は、毛槍を掛
け声とともに投げ渡しながら
練り歩く伝統芸能で、八幡
神社と産霊神社の例祭へ
奉芸。 

笠松地域みこし奉納 
産 霊 神 社 

１２：３０～１３：００ 

１３：００～１３：３０ 

１３：３０～１４：００ 

１６：３０～１７：００ 

１４：００～１４：３０ 

１２：００～１２：３０ 

八 幡 神 社 

１４：１５～１４：４５ 

１４：４５～１５：１５ 

１５：１５～１５：４５ 

１５：４５～１６：１５ 

１６：１５～１６：４５ 

─── 

 

松栄町1・2・3 

上 新 町  

天 王 町  

上 柳 川 町  

宮 川 町  

柳 原 町  

本まつりオープニング 
本 町 通 り  

１０：３０～１０：４０ 

１０：４０～１１：００ 

１１：００～１１：３０ 

１１：３０～１１：５０ 

１１：３５～１１：５５ 

１１：４０～１２：００ 

１１：４５～１２：０５ 

１１：５０～１２：１０ 

出 演 団 体  

実 行 委員会 会 長  

笠 松 清 流 太 鼓  

富田学園吹奏楽部 

笠 松 双 葉 幼 稚園  

笠 松 保 育 園  

笠 松 幼 稚 園  

松枝・下羽栗保育所 

婦 人 会  

 

開会あいさつ 

太 鼓 演 奏  

音 楽 隊  

 

園児の演技  
 

 

民 謡 踊 り  

◎松枝地域みこし実施町内 
田代東、田代中、田代西、長池東、長池西、北及第一、 
北及第二、中門間、下門間、北門間、南栄町 

11日  車両進入禁止（規制時間 午前10時～午後5時） 

11日  　　  〃　  　（規制時間 午後5時～午後9時） 

12日  　　  〃　  　（規制時間 午前9時30分～午後5時） 

車両進入禁止 
大名行列 お奴コース 

  　〃　   通過時間 

 　 〃　   演技場所 

名
鉄
西
笠
松
駅 

至名鉄笠松駅 

笠松競馬場 

蓮国寺 

法伝寺 

だ
る
ま
や 

薬
局 

十
六
銀
行 

油重 
商店 

笠松小学校 

14：30

13：30

15：15 
笠松町役場 
15：15 
笠松町役場 

笠松 
陣屋跡 

八幡神社 

産
霊
神
社 

桜まつり 

笠松 
陣屋市 

本まつりオープニング 

出発 出発 

12：30

宵まつり 

11日  車両進入禁止（規制時間 午前10時～午後5時） 

11日  　　  〃　  　（規制時間 午後5時～午後9時） 

12日  　　  〃　  　（規制時間 午前9時30分～午後5時） 

車両進入禁止 
大名行列 お奴コース 

  　〃　   通過時間 

 　 〃　   演技場所 

名
鉄
西
笠
松
駅 

至名鉄笠松駅 

笠松競馬場 

蓮国寺 

法伝寺 

だ
る
ま
や 

薬
局 

十
六
銀
行 

油重 
商店 

笠松小学校 

14：30

13：30

15：15 
笠松町役場 
15：15 
笠松町役場 

笠松 
陣屋跡 

八幡神社 

産
霊
神
社 

桜まつり 

笠松 
陣屋市 

本まつりオープニング 

出発 出発 

12：30

宵まつり 
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　景気後退の影響を受け、当町においても法人町民税をはじめとする町税や国からの交付金

の減収が見込まれ、２年ぶりに緊縮型となった新年度予算。 

　だからこそ平成１７年度から３年間、行財政改革推進プランのもと取り組んできた、事務の見

直しや歳出抑制をすることはもちろん、多様化する行政需要に適切に対応しつつ、プランの目

的であった「町単独で持続できる行財政体質」を堅持した運営をしなければなりません。 

　地方財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況ですが、笠松町生誕１２０年の節目の年であ

る２１年度をまちづくり創造の年と位置づけ、予算編成にあたっては「将来に向けたまちづくり

施策」、「将来を担う子どもたちのための教育施策」、「町民の日常生活の安心施策」を重要施

策として編成をしました。 

会 　 　 計 　 　 名  

一 般 会 計  

老 人 保 健 特 別 会 計  

国民健康保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

介 護 保 険 特 別 会 計  

下水道事業特別会計  

水 道 事 業 会 計  

総 額   

平成２１年度予算 

５,６１６,５５５ 

１,６２７ 

２,２４４,９００ 

１７７,６９１ 

１,３２８,９００ 

９９０,６１１ 

４２９,８９２ 

１０,７９０,１７６ 

対前年度比 

△１.２９％ 

△９９.２１％ 

０.４９％ 

△６.６２％ 

０.４３％ 

３.３６％ 

１.９７％ 

△２.１２％ 

比　　較 

△７３,５５３ 

△２０４,２２０ 

１０,９７２ 

△１２,５９０ 

５,６９７ 

３２,１７３ 

８,２９９ 

△２３３,２２２ 

平成２０年度予算 

５,６９０,１０８ 

２０５,８４７ 

２,２３３,９２８ 

１９０,２８１ 

１,３２３,２０３ 

９５８,４３８ 

４２１,５９３ 

１１,０２３,３９８ 

◎新年度予算総額 単位：千円 
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◎一般会計の明細 

町税 
２,８３６,９６１ 
５０.５%

分・負担金、 
使用・手数料 
１８８,１０９ 
３.３%

繰越金 
１９１,０００ 
３.４%

譲与税及び 
交付金 
３６８,９０１ 
６.６%

地方交付税 
８０８,７００ 
１４.４%

国・県支出金 
６４３,９８８ 
１１.５%

町債 
４４１,７００ 
７.９%

その他 
１３７,１９６ 
２.４%歳 入 

歳　入 
単位：千円 

民生費 
１,７１４,０８８ 
３０.５%

土木費 
８３４,５８４ 
１４.９%

総務費 
７３８,５８９ 
１３.１%

衛生費 
５９４,２１４ 
１０.６%

教育費 
８０３,０５７ 
１４.３%

公債費 
３９８,５１６ 
７.１%

消防費 
３４３,３１２ 
６.１%

その他 
１９０,１９５ 
３.４%

歳 出 

歳　出 
単位：千円 

２,８３６,９６１ 

１８８,１０９ 

１９１,０００ 

１３７,１９６ 

３,３５３,２６６ 

３６８,９０１ 

８０８,７００ 

６４３,９８８ 

４４１,７００ 

２,２６３,２８９ 

５,６１６,５５５ 

　 町　　　　　　税 

　 分・負担金、使用・手数料 

　 繰　　越　　金 

　 そ　　の　　他 

 （自 主 財 源 　 計） 

　 譲与税及び交付金 

　 地 方 交 付 税 

　 国 ・県 支 出 金 

　 町　　　　　　債 

 （依 存 財 源 　 計） 

　 合　　　　　計 

△１.８％ 

５.１％ 

４.４％ 

１１０.５％ 

１.１％ 

△８.２％ 

△１４.６％ 

△５.１％ 

２７.４％ 

△４.７％ 

△１.３％ 

科　　　目 平成２１年度予算 対前年度比 

単位：千円 

７５,９２１ 

７３８,５８９ 

１,７１４,０８８ 

５９４,２１４ 

５２,７５９ 

５０,８４９ 

８３４,５８４ 

３４３,３１２ 

８０３,０５７ 

３９８,５１６ 

５,６６６ 

５,０００ 

５,６１６,５５５ 

０.３％ 

△１２.５％ 

△１.２％ 

△８.４％ 

△１９.２％ 

△３.６％ 

△１５.７％ 

△０.１％ 

４２.８％ 

１０.２％ 

２６.７％ 

０.０％ 

△１.３％ 

款 平成２１年度予算 対前年度比 

議 会 費  

総 務 費  

民 生 費  

衛 生 費  

農 林 水 産 業 費  

商 工 費  

土 木 費  

消 防 費  

教 育 費  

公 債 費  

諸 支 出 金  

予 備 費  

合 計  

単位：千円 



　笠松町生誕120年を迎え、まちの再発見、まちの創造、まちの発信など、未来に向けた新たなまち
づくりのきっかけとなる事業を実施します。 
【主な事業】 
○町生誕120年記念式典、記念講演会 
○「町の花」制定 
○町マスコットキャラクターの決定 
○「NHK夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」の実施 
○町生誕120年記念凧の製作、木曽川凧あげまつりで凧あげ 
○120人対120人大綱引き大会 
○笠松みなと公園にモニュメント時計（ソーラー電波時計）設置 
○笠松力検定の実施 
　合格者を笠松コンシェルジュ（地域情報案内人）として認定 
○笠松中学校新屋内運動場建設応援事業 
笠松中学校体育館を、広く町民の方に利用していただける複合的施設として建て替えるもの
で、生誕120年を契機に調査・検討を開始します。皆さんの関心を高め、一般からの寄附を募
ります。 

　総合計画は町の行政運営の最上位計画です。13
年度に策定された「第4次総合計画」が22年度で終
了するため、23年度以降の新たなまちづくりの指針と
なるべく「第5次総合計画」を、22年度末までに策定
します。 
　21年度は、その準備として無作為抽出アンケート
調査を実施します。 

　春まつり、川まつり、リバーサイド
カーニバルの事業を、町生誕120
年記念事業と連携し、実施します。 
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　笠松町の個性でもある広大な木曽川の
河川敷を活用し、木曽川流域のネットワーク
づくりとして、河川環境楽園から笠松みなと
公園までをルートとした「町サイクリングロー
ド基本計画」を策定します。 

　13年度から着手している整備で、いよい
よ21年度末に完成する予定です。 
　21年度は、園路、張芝、照明工事などの
整備を実施し、皆さんの憩いの場となる公
園となります。 

　笠松町の新たな発展のために、まちの魅
力の創造とネットワークの形成を目指した「リ
バーサイドタウンかさまつ計画」に基づいた、
まちづくり事業を展開していきます。 
・まちの駅設置 
まちの情報発信、休憩、案内、交流などの
機能を持った拠点として「まちの駅」を設
置 

　段差などを解消し、誰もが安全に公共交
通を利用できるようにするための交通バリア
フリー構想に基づき、20年度から笠松駅周
辺の整備を進めてきました。 
　21年度は、笠松中央公民館周辺の歩道
整備を行います。 

15



16

　21年4月から、乳幼児医療費助成の対象
年齢を引き上げ、医療費を助成します。 
　外来・入院ともに「0歳から中学校卒業まで」
とし、経済的負担を軽減します。（県の補助
対象は0歳から小学校就学前まで） 
　一人ひとりが健康管理に努め、病気にな
りにくい体づくりを心がけましょう。 

　小学校1年生～3年生の児童が、学校か
ら家庭に帰っても、就労などにより保護者が
家にいない場合、家庭に代わる生活の場と
して、放課後児童クラブに入所することがで
きます。 
　保護者が安心して働ける環境づくりとして
運営しており、21年度は下羽栗小学校校庭
に新たに教室（プレハブ）を建設します。 
【開設時間】 
平日は放課後～午後7時 
土曜日、春休みや夏休みなどは午前8時
～午後7時 

　聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早
い段階で適切な療育を受けられるよう、新生
児を対象に行われる聴覚検査（耳の聞こえ）
を受診された方の聴覚検査費の一部を負
担するものです。 
（上限3,700円） 
※詳しくは、7ページ「かさまつまちづくりガイド」
をご覧ください。 

　不妊に悩む家庭の経済的負担を軽減し、
安心して検査や治療が受けられるよう、特定
不妊治療にかかる費用の一部を負担します。 
県制度【治療助成】 
　　　  10万円を1年度2回まで 
　　　  （最長5年まで） 
町制度【治療助成】 
　　　  県制度と同様の分を上乗せ 
　　　【検査助成】 
　　　  3万円（1回のみ） 
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　国による学校耐震化加速策の実施を受け、
学校校舎の耐震化について、当初計画を
前倒しして22年度までに完了するように実
施します。 
【21年度実施予定】 
　○松枝小学校西舎耐震補強工事 
　○耐震補強工事実施設計 
　　笠松小学校西舎・渡り廊下 
　　松枝小学校東舎 
　　下羽栗小学校校舎・体育館 

　木曽川渡船場跡石畳の案内看板を新た
に設置します。 
　また、笠松みなと公園内の文化財案内看
板やトンボ池の案内看板の文字が風化し、
見づらいため修繕します。 

　特色ある教育の実践を目的とし、英語教
師助手（ALT）の充実を図り、本格的な英
会話に触れ合う機会を多く創出します。 
　また、小学校校内LAN構築事業にあわせ
て、現在使用しているパソコンを更新し、情
報化教育の環境整備を進めます。 

　家庭・学校・地域が一体となって、道徳心
やマナー・ルールを大切にする意識を皆で
高めるために、研究・検討を行い、道徳的風
土および人づくりの推進を図ります。 

　小学校の普通教室や特別教室でパソコ
ンを活用した授業ができるよう、小学校の校
内LAN（データ通信網）を構築します。 
　パソコン教室のパソコンを増設し、現在2
人で1台のパソコンを使用していますが、1人
1台になるように整備します。 
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　生活習慣病やがんの早期発見・早期治療のため「フレッシュ健診（19～39歳）」、「はつらつ健
診（40・45・50・55歳）」、「各種がん検診」を実施します。 
　例えば、乳がんは早期に発見され、適切な治療を受けることで完治する率が高くなるといわれます。
乳がん検診に限らず、定期的に検診を受け、健康管理に努めましょう。 
【胃がん・肺がん・大腸がん検診】40歳以上の方 
【乳がん検診】40歳以上の女性の方（2年に1回の受診） 
【子宮がん検診】20歳以上の女性の方（2年に1回の受診） 

　フレッシュ健診やはつらつ健診の事後指
導を行ったり、がん検診時などに生活習慣
病予防のための健康相談を実施します。 
　また、医療保険者が実施した特定健診の
結果についても健康相談・栄養相談などを
実施します。 
　そのほか、メタボリックシンドロームの健康
教育を実施し、生活習慣病改善のための指
導を行います。 

　60歳以上の高齢者に対し、インフルエン
ザの予防接種料のうち1,500円を助成します。 
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　快適な生活環境の確保と公共用水域（川
や海）の水質の保全を図るものです。 
【21年度予定箇所】 
・米野処理分区実施設計 
・松枝処理分区管きょ埋設工事（田代地内） 
・笠松南処理分区管きょ埋設工事 
　（新町～中新町地内、門前町～下本町地内） 
　・米野処理分区管きょ埋設工事 

道路の側溝・舗装などを整備するものです。 
・側溝舗装等改良工事 
　予定箇所:東陽町、田代、北及、門間地内 
・下水道工事後道路復旧工事 
　予定箇所:西町、朝日町地内 

　安全な水を供給するため、老朽化した配
水管および水源地機器の改良、また施設の
耐震化などの危機・管理対策の充実を図り
ます。 
【21年度予定箇所】 
・第4水源地配水ポンプ取替 
・老朽管の布設替工事 
　（八幡町～下本町地内） 
・配水管耐震補強工事 
　（田代・円城寺地内） 
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　地震などの被害を想定して、水や米、
毛布などの生活必需物資を計画的に備
蓄しておきます。 

　18年度からAED（自動体外式除細動
器）を体育館や公民館など、不特定多数
の方が出入りする各公共施設に順次設
置してきました。 
　21年度は、児童館や各保育所に設置
し、町が管理する施設にすべて設置する
ことになります。 

　昨年実施したアンケート調査の結果
を踏まえ、より多くの方に利用していただ
けるよう、4月から終発を17時台から18時
台として、運行時間を1時間延長します。 

　住民協働の一環として、各町内会で実施して
いただいている資源ごみの分別回収により、収
集運搬経費や中間処理代が削減されています。 
　町内会による資源ごみの分別回収活動を奨
励するため、引き続き交付金を支給します。 
（算定基準　均等割 12,500円、世帯割 500円） 

　入所幼児の安全確保と不審者侵入
抑止を図るため、第一保育所・松枝保育
所・下羽栗保育所に、警報音やサイレン
フラッシュ付き通報送受信機など、防犯
緊急連絡システムを設置します。 
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休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

個別予防接種のお知らせ 
福祉健康課 

　４月の休日急病診療当番医は次のとおりです。受診

の際は必ず保険証をご持参ください。 

　なお、当番医が急用などで変更する場合があります

ので、前もって役場で確認してください。 

　下記以外については、羽島郡地域救急医療情報セ

ンター（羽島郡広域連合消防本部内）へお問い合わせ

ください。1３８８-３７９９ 

〔内科系〕診療時間  ９時～１６時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院（田
代　1３８８-０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間  １０時～１６時 
◆在宅当番医一覧表 

　医療機関では、三種混合・二種混合・麻しん風しん
混合および麻しん、風しん単独の個別予防接種を実施
しています。 
　予防接種を受けられる方は、事前に医療機関に電話
で予約をしてからお出かけください。 
　なお、日本脳炎の予防接種につきましては、他県にお
いて副反応が起こったことから予防接種を控えられるこ
とをお勧めします。 
【持参するもの】・予防接種予診票（予防接種ガイド） 
　　　　　・母子健康手帳　 
【問合先】福祉健康課 

個別予防接種実施医療機関一覧表 
日 医 療 機 関 所　　在 電　　話 

日 医 療 機 関 所　　在 電　　話 

5 

12 

19 

26 

29

愛 生 病 院  

ひらたクリニック 

松 波 総 合 病 院  

伏 見 医 院  

サンライズクリニック 

笠松町円城寺 

笠 松 町 田 代  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 三 宅  

岐 南 町 野 中  

388-3300 

387-3378 

388-0111 

247-8828 

247-3322

5 

12 

19 

26 

29

きたはら歯科クリニック 

こころ歯科医院 

久 納 歯 科 医 院  

岐南歯科クリニック 

小 島 歯 科 医 院  

岐 南 町 野 中  

岐 南 町 徳 田  

笠松町下本町 

岐南町八剣北 

岐 南 町 平 島  

247-8168 

274-0118 

387-2051 

248-1116 

245-2096

医 療 機 関 所　　在 電　　話 
伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

おおかわ整形外科 

片 山 クリ ニック  

小 寺 医 院  

こ め の 医 院  

杉 山 内 科 医 院  

羽 島 クリ ニック  

ひらたクリニック 

まつなみ健康増進クリニック 

赤座医院上印食診療所 

お お し ろ 内 科  

岡 山 クリ ニック  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

沢 田 内 科  

サンライズクリニック 

野尻女性クリニック 

伏 見 医 院  

渡 辺 小 児 科  

笠松町上本町13 

　〃　門間1270 

　〃　門間853 

　〃　田代1098-1 

　〃　美笠通3-20 

　〃　米野243 

　〃　奈良町119 

　〃　門間578-1 

　〃　田代325-1 

　〃　泉町10 

岐南町上印食7-12 

　〃　野中2-94-1 

　〃　徳田5-101-1 

　〃　八剣8-43 

　〃　下印食2-45 

　〃　上印食3-178 

　〃　野中3-220 

　〃　八剣北4-87 

　〃　三宅1-204 

　〃　八剣1-24

387-2257 

387-0180 

388-7666 

388-8700 

387-4504 

387-6010 

388-3600 

387-6161 

387-3378 

388-0111 

247-2626 

249-1366 

268-0307 

247-6630 

278-1030 

247-5131 

247-3322 

246-7551 

247-8828 

246-8882
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はつらつ健康診査のお知らせ 
福祉健康課 

骨粗しょう症検診・歯科検診の 
お知らせ 福祉健康課 

　町では、今年度４０歳、４５歳、５０歳、５５歳になられる方

を対象に、はつらつ健康診査を実施します。 

　この健康診査は、子宮がん検診以外のすべての健診

が受けられる総合健診です。対象となる方には、今月上

旬に案内はがきを送付します。受診される方は、福祉健

康課または福祉健康センターに申し込みはがきをご持参く

ださい。 

　５年に１度の健診ですので、この機会にぜひ受診してく

ださい。 

　町では、骨粗しょう症検診、歯科検診を次のとおり行います。 
　検診を希望される方は、５月８日（金）までに福祉健康課
健康担当までお申し込みください。 
【対象者】今年度６０歳、６５歳、７０歳になる方   
※ただし、骨粗しょう症検診は女性のみとします。 

【日時・場所】 

【検診自己負担金】 

※検診自己負担金は、当日検診会場で徴収します。 

40歳 
45歳 
50歳 
55歳

昭和44年4月2日～45年4月1日生まれ 
昭和39年4月2日～40年4月1日生まれ 
昭和34年4月2日～35年4月1日生まれ 
昭和29年4月2日～30年4月1日生まれ 

 

対象者 
 
 

実施日 

受付時間 

健診場所 

 
 
 
 
 
 

健診内容  
 
 
 

 
 
 

自己 
負担金 

申込期限 

 
申込方法 
 

問合先 

5月15日（金）・18日（月）・22日（金）・25日（月）・26日（火） 

午前8時45分～10時45分 

福祉健康センター 

 
 

全員 
 
 
 

40歳の方また
は、過去に検査
を受けていな
い方 

女性の方 

50歳・55歳の
男性の方 

身体計測・腹囲測定・理学的検査・血圧
測定・尿検査・心電図・血液検査（肝機能・
血中脂質・ヘモグロビンA１c・貧血）・
眼底検査・聴力検査・歯科検診・胃がん
検診・大腸がん検診・肺がん検診（胸部
X線・喀痰検査） 

 

B型肝炎・C型肝炎ウイルス検査 
 
 

骨粗しょう症検診・乳がん検診 

前立腺がん検査（PSA検査といって、
血液検査で行います。） 

＊健診当日、会場で徴
収します。 

男性 

女性 

2,500円 

3,700円 

4月24日（金） 

「はつらつ健康診査申し込みはがき」を福祉健康課ま
たは福祉健康センターに提出してください。提出時に
受診票などをお渡しします。 

福祉健康センター　健康担当 

昭和24年4月2日～25年4月1日生まれ 

昭和19年4月2日～20年4月1日生まれ 

昭和14年4月2日～15年4月1日生まれ 

60歳 

65歳 

70歳 

月　日 曜日 時 間 場 所 
骨粗しょう症検診 

検診実施項目 

歯科検診 

5月15日 

5月18日 

5月22日 

5月25日 

5月26日 

金 

月 

金 

月 

火 

× 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

福祉健康 

センター 

午前 

10時 

 

11時 

〜
 

歯 科 検 診 骨粗しょう症検診 

無料 
500円 

100円 

60・65歳 

70歳  

妊婦一般健康診査受診票の拡充 
福祉健康課 

　町では、今まで健康な妊娠、出産のために母子健康手
帳を交付するときなどに妊婦一般健康診査受診票を５枚（空
色１枚、さくら色４枚、３５歳以上の方のみ紫色１枚）交付し
ていましたが、今年度から１４枚（白色１３枚、桃色１枚）に拡
充します。 
　すでに妊婦一般健康診査受診票の交付を受けられた
方で、まだ出産されていない方には、受診票（追加分９枚）
を郵送します。 
　詳しくは、福祉健康課までお尋ねください。 
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肝炎ウイルス検診のお知らせ 
福祉健康課 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 

福祉健康課 　肝炎を起こす原因はいろいろありますが、日本では、そ

のほとんどが肝炎ウイルス感染によるものと言われています。 

　肝炎ウイルスは、感染しても症状が軽かったり、全く症

状が出ない場合もあることから、本人が気づかないことが

多く、知らない間にウイルスが身体の中に住みついてしま

う（キャリア化する）ことがあります。 

　そこで町では、肝炎ウイルスの早期発見と早期治療を

目的に、血液検査によるC型肝炎ウイルスおよびB型肝炎

ウイルスの検査を実施します。 

【申 込 期 限】５月８日（金） 

【申込・問合先】福祉健康課健康担当 

　こころの悩みや不安について地域活動支援センター
の精神保健福祉士などが相談に応じます。 
　また、同時に精神障がいの方やそのご家族、こころ
の悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、次
のとおりグループワークを開催しますのでお気軽にご参
加ください。 
【日　時】４月１６日（木） 午前１０時～１１時３０分 
【場　所】福祉健康センター 
【内　容】こころの相談 

茶話会 
【問合先】福祉健康課 

・４０歳以上（昭和４５年４月１日以前生まれ）
で過去に肝炎ウイルス検診を受けたこと
のない方 

 
対象者 

 
 
 
 
 
 
 

日　程 

無　料 

月　日 
 

５月１５日 
 

５月１８日 
 

５月２２日 
 

５月２５日 
 

５月２６日 

曜日 
 

金 
 

月 
 

金 
 

月 
 

火 

場　所 
 

 
 
 
 
 
 

福祉健康 
センター 

時　間 
 

 
 
 
 
 
 
午前１０時
　～１１時 

検診自己 
負担金 

　防災行政無線が聞き取れなかった時は388-
4930 または 388-4931に電話すると、過去4件
分の放送を確認することができます。 

アンサーバック電話番号の 
お知らせ 総務課 

　町では、皆さんの子育てをサポートすることを目的に、
乳幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護者
交流の場として子育てサロンを開催します。 
　皆さん、お子さんと一緒にぜひ遊びに来てください。 
　なお、育児相談もあわせて行いますので、相談される
方は母子手帳をお持ちください。 
【日　時】４月８日（水） 午前１０時～１１時 
【場　所】第一保育所 
【対象者】乳幼児と保護者 
【問合先】子育て支援センター 

子育てサロン 
「みんなで遊ぼっ」開催 

子育て支援センター 
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介護予防事業のお知らせ 
福祉健康課 

　「自分はまだ元気だから介護予防は必要ない」と思っ

ていませんか。しかし、介護予防は、元気な高齢者がな

るべく要介護状態にならないようにするために、元気な

うちから取り組んでいく必要があります。 

　そこで町では、いつまでも元気で暮らしていけるように、

６５歳以上の方を対象に「ふれあいひろば」をはじめ、「骨

（こつ）こつストレッチ」などの介護予防事業を行ってい

ます。ぜひご参加ください。申し込みの必要はありません。 

【ふれあいひろば】 

内容 
みんなで楽しいひとときを過ごす憩いの場です。 
音楽を利用して「こころ」と「からだ」の健康づくりを支援し
ます。 

時間 午後1時30分～3時15分 参加費 無料 
会場 福祉健康センター（長池） 

4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 

21日（火） 
19日（火） 
16日（火） 
21日（火） 
18日（火） 
15日（火） 

10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

20日（火） 
17日（火） 
15日（火） 
19日（火） 
16日（火） 
16日（火） 

日程 

【ふれあい喫茶】 

内容 

お茶を飲みながら、おしゃべりをするなどみんなと楽しい一
時を過ごす憩いの場です。地域の元気サポーターさんが、作
品づくりやレクリエーションなどのメニューを準備して待って
います。 

時間 午前10時～11時30分 参加費 100円 
会場 福祉会館（東陽町） 福祉健康センター（長池） 総合会館（中野） 

4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 
10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

10日（金） 
8日（金） 
12日（金） 
10日（金） 
14日（金） 
11日（金） 
9日（金） 
13日（金） 
11日（金） 
8日（金） 
12日（金） 
12日（金） 

14日（火） 
12日（火） 
9日（火） 
14日（火） 
11日（火） 
8日（火） 
13日（火） 
10日（火） 
8日（火） 
12日（火） 
9日（火） 
9日（火） 

13日（月） 
11日（月） 
8日（月） 
13日（月） 
17日（月） 
14日（月） 
19日（月） 
9日（月） 
14日（月） 
18日（月） 
8日（月） 
8日（月） 

日程 

【骨（こつ）こつストレッチ　～畳の上で行うストレッチ～】 

内容 
今年度から新しく始めます。 
畳の上に座ったり横になったりした状態で行うストレッチです。 
※イスは使用できません。 

持ち物 飲み物・タオル 
時間 午前10時～11時30分 

参加費 無料 

会場 
福祉会館（東陽町） 
※2階で開催します。エレベーターがありませんので階段で
お越しください。 

4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 

8日（水） 
13日（水） 
10日（水） 
8日（水） 
12日（水） 
9日（水） 

22日（水） 
27日（水） 
24日（水） 
22日（水） 
26日（水） 
30日（水） 

10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

14日（水） 
11日（水） 
9日（水） 
13日（水） 
10日（水） 
10日（水） 

28日（水） 
25日（水） 
25日（金） 
27日（水） 
24日（水） 
24日（水） 

日程 

【転倒予防教室】 

内容 
体力に自信のある方向きの教室です。 
イスやバランスボールなどを利用したストレッチや筋力アッ
プ体操を行います。 

持ち物 上履き・飲み物・タオル 

会場 総合会館（中野） 
時間 午後1時30分～3時15分 

参加費 無料 
4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 

2日（木） 
7日（木） 
4日（木） 
2日（木） 
11日（火） 
3日（木） 

16日（木） 
21日（木） 
18日（木） 
16日（木） 
20日（木） 
17日（木） 

10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

1日（木） 
5日（木） 
3日（木） 
7日（木） 
2日（火） 
4日（木） 

15日（木） 
19日（木） 
24日（木） 
21日（木） 
18日（木） 
18日（木） 

日程 

注意 
事項 

①治療中の病気のある方は、主治医にご相談のうえご参加く
ださい。 
②最高血圧180mmHg以上、または最低血圧110mmHg
以上の場合や体調がすぐれない場合は、体操をご遠慮くだ
さい。 
③けがや事故について町は責任を負いません。 

持ち物 飲み物・タオル 参加費 無料 
4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 

2日（木） 
7日（木） 
3日（水） 
1日（水） 
5日（水） 
2日（水） 

15日（水） 
20日（水） 
17日（水） 
15日（水） 
19日（水） 
16日（水） 

10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

7日（水） 
4日（水） 
2日（水） 
6日（水） 
3日（水） 
3日（水） 

21日（水） 
18日（水） 
16日（水） 
20日（水） 
17日（水） 
17日（水） 

日程 

内容 
体力に自信のない方向きの教室です。 
イスに座った状態で行うストレッチや体操が中心です。 

会場 福祉健康センター（長池） 
時間 午前9時30分～11時15分 

【貯筋（ちょきん）くらぶ　～筋力アップ教室～】 
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温暖化防止のためのアクションを 
第４回 商品の選び方で減らそう 

環境経済課 

「西笠松駅自転車駐車場」の新設 
環境経済課 

　４月１日から西笠松駅の無料自転車駐車場が町営の
有料自転車駐車場になります。 
　駐車場を希望される方は、申し込みください。 
【申込時間】月曜日～金曜日 

午前８時～午後８時（祝日を除く） 
【申込場所】オオマツヤ（西笠松駅前） 
【使 用 料】 

【問 合 先】環境経済課 

町内に住所を有する方および
町内の事業所に勤務する方 

左記以外の方 

1カ月 1,000円 1,300円 

2カ月 1,900円 2,400円 

3カ月 2,700円 3,600円 

6カ月 5,400円 7,000円 

日ぎめ 100円 

回数券 10枚　1,000円 

月
ぎ
め 

　ＣＯ２削減のために、６つのアクションを提案します。日々
のちょっとした気遣いが、積み重なれば大きな削減に。 
Act４：商品の選び方で減らそう 
　エコ製品を選んで買おう 
　新しく家電製品を買うときに、ぜひ注目してほしいの
が「省エネ性能」。エアコンや冷蔵庫などは省エネ性能
の表示も普及し、購入の際の目安になっています。中に
は年間電気料が数万円単位で違うこともあり、とくに古
い機器を使い続けている場合、
買い替えコストと電気代を比べ
てみると、がく然とする数字が出
ることも。お財布にも環境にも優
しい省エネ製品。特に冷蔵庫や
エアコンを買い替えの際には、
忘れずにチェックしてみてください。 

新たに下水道が利用できます 
上本町  清住町  泉町  田代  北及　水道課 

　平成２０年度の下水道工事により、４月１日から上本町、
清住町、泉町、田代、北及などの一部の区域で新たに
下水道が利用できるようになりました。 
　この区域から排出される台所・便所・風呂・洗面所な
どの生活排水は、今までのように近くの側溝や水路など
に流すことはできなくなり、下水道に流さなくてはなりま
せん。 
　下水道が利用できる日から１年以内に排水設備の改
造工事を完了されると、１戸につき７万円が交付される
など一定期間内での改造工事については助成制度が
ありますので、１日でも早く、清潔で快適な生活が送れる
よう排水設備の改造工事を行いましょう。なお、排水設
備の設備工事や改造工事は必ず町の指定した「排水
設備工事業者」へ依頼してください。詳しくは水道課
へお尋ねください。 

ウォーキングしましょう 
体育指導委員会 

　４月から体育指導委員会では、皆さんの健康増進の
ため毎週土曜日にウォーキングを開催しますので、ぜひ
ご参加ください。歩幅・歩数から距離を計算し、東海道
五十三次などと同じ距離を歩いてみましょう。 
【日時・場所】 
４月４日（土）９:００～　笠松地域　笠松みなと公園 
１１日（土）９:００～　松枝地域　運動公園 
１８日（土）９:００～　下羽栗地域　トンボ天国 
２５日（土）９:００～　笠松地域　笠松みなと公園 

（雨天中止） 
　当日担当委員が参加証明の手作りス
タンプを押します。１０回参加で１０回章、
以降２０回、３０回とオリジナルなバッジを進
呈します。（小冊子を用意してあります） 
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「木曽川学」セミナー 
受講者募集 教育文化課 

期限付き臨時職員募集 
（緊急雇用対策事業） 総務課・環境経済課 

　木曽川学研究協議会では、木曽川が育んだふるさとの

良さを再発見し、郷土愛を皆さんにもっていただくためにさ

まざまの専門分野の先生を講師に招いて、「木曽川学」セ

ミナーを開催します。 

【会　場】各務原市立中央図書館４階 

視聴覚ホール（各務原市民公園内） 

【定　員】２００人 

【受講料】２,０００円（「木曽川学研究第６号」を含む） 

【申込方法】４月１３日（月）午前８時３０分から木曽川学研究

協議会事務局窓口（各務原市産業文化センタ

ー６階）へ受講料を添えて直接お申し込みくだ

さい。電話、郵便での申し込みはご遠慮ください。 

【問合先】木曽川学研究協議会　☎３８３-１０４２ 

【日程・内容】 

　町では急速に悪化した雇用情勢に対応するため、離職
を余儀なくされた方を対象に緊急雇用対策として、期限付
き臨時職員を募集します。 
【募集人数】２人 
【雇用期間】５月１日～９月３０日 
【勤務時間】平日午前９時～午後４時 
【賃　　金】時給８００円 
【募集対象者】原則として、事業所の都合により解雇または

派遣を解除された方 
【業務内容】町内の交通安全施設の点検、道路の破損状

況のパトロール、樹木の枝切り、空き地や路肩
の除草作業など 

【必要資格】普通運転免許 
【応募方法】①応募先 

役場総務課または環境経済課（平日午前
８時３０分～午後５時３０分） 
②提出書類 
（ア）離職証明書や解雇通知の写しなど失

業者などであることを証明できるもの 
（イ）申込書（笠松町日日雇用職員等求人票） 
③提出期限 
４月２４日（金） 

【採用方法】書類審査および面接による 
【問 合 先】環境経済課 

日　時 

5月16日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

5月30日（土） 
午前10時～ 
11時30分 

6月13日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

6月27日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

7月11日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

7月25日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

8月8日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

8月22日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

9月5日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

9月19日（土） 
午前10時～ 

11時30分 

テーマ 

夢ある都市 
－推力は理想とたくましさ－ 

明治初期の地籍図から得られ
る情報と古墳研究 

長良川の不思議 
～木曽川・飛騨川とくらべて～ 

木曽川流域の民俗と信仰 

木曽川流域の民間医療 
～各務原市を中心に～ 

木曽川流域の商品経済 

竹林について 

木曽川流域の文化史 

川絵図にみる犬山周辺 

木曽三川と洪水 

講　師 

各務原市 
市長　森　真 

南山大学 
名誉教授　伊藤　秋男 

岐阜大学教育学部 
教授　小井土　由光 

岐阜市立女子短期大学 
准教授　須永　敬 

中部大学人文学部 
講師　越川　次郎 

岐阜市立女子短期大学 
学長　松田　之利 

岐阜県立森林文化アカデミー 
准教授　柳沢　直 

岐阜大学留学生センター 
教授　森田　晃一 

犬山市文化史料館 
特別顧問　白水　正 

前大垣北高等学校 
教諭　所　史隆 

回 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

　版画日本の旅百選
は、全国の世界遺産・
伝統的建造物群・街
並み保存地区の懐古
的な作品など１３０点
余りを展示します。 
【会　　期】 
４月７日（火）～５月３１日（日） 
【開館時間】 
午前９時～午後５時 
【休 館 日】 
月曜日・祝日の場合は
その翌日 

版画　日本の旅　百選 
歴史民俗資料館 
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町生誕１２０年記念 
町民バレーボール大会参加者募集 

町体育協会 

町生誕１２０年記念事業 
わがまち「かさまつ」ふれあい記念展　作品募集 

教育文化課 
【日　　時】４月２６日（日） ９時～ 
【場　　所】町民体育館 
【参加資格】町内に在住、在勤者（１町内２チームまで） 
【試合方法】９人制 
【参 加 料】１チーム１,０００円（組み合わせ抽選会で徴収） 
【申込期限】４月１５日（水） 
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 
◎組み合わせ抽選会 
【日　　時】４月２０日（月） 午後７時３０分～ 
【場　　所】中央公民館 

　町では生誕１２０年を記念して『わがまち「かさまつ」ふれ
あい記念展』を開催します。町内の好きな場所や、町に関
わる人物の絵画や写真の作品を募集します。作品は１１月
１日（日）の中央公民館大ホールで行う記念式典や講演会
の開催時、ロビーなどに展示を予定しています。ぜひご応
募ください。 
　なお、詳しい募集要項については決まり次第、広報でお
知らせします。 

町生誕１２０年記念 
町民グラウンド・ゴルフ大会参加者募集 

町体育協会 

自衛隊幹部候補生募集 
自衛隊岐阜地方協力本部 

　自衛隊幹部候補生を募集します。 
【種　　目】一般、パイロット、技術、薬剤 
【資　　格】２０歳以上２６歳未満（大卒または大卒見込み）、

修士学位取得者２８歳未満 
【受付期間】４月１日（水）～５月１２日（火） 
【１次試験】５月１６日（土）・パイロット要員は５月１７日（日）

適正検査 
【問 合 先】自衛隊岐阜地方協力本部　岐阜募集案内

所（☎２６２-１８１８） 

【日　　時】４月２６日（日） 予備日２７日（月） ８時３０分～ 
【場　　所】運動公園内運動場 
【参加資格】町内に在住、在勤者 
【試合方法】個人戦 
【参 加 料】１００円（大会当日徴収） 
【申込期限】４月１０日（金） 
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 

【日　　時】５月１０日（日） 午前９時～ 
【場　　所】緑地公園内テニスコート 
【参加資格】町内に在住、在勤者 
【試合方法】ダブルス（事務局で調整しますので１人でも出

場可。ただし１人１種目） 
①初級者男子の部 
②初級者女子の部 
③一般男子の部 
④男子４５歳以上の部 
⑤男子５５歳以上の部 
⑥一般女子の部 
⑦女子４０歳以上の部 
⑧混合ダブルスの部 

【参 加 料】１人１００円（大会当日徴収） 
【申込期限】５月４日（月） 
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 

町生誕１２０年記念 
町民テニス大会参加者募集 

町体育協会 

http://www.kasamatsu-keiba.com/
4月開催日程 

２（木）・３（金）・８（水）・９（木）・１０（金）・ 
２７（月）・２８（火）・２９（祝）・３０（木）・５/１（金） 

携帯電話でレース映像配信 
携帯電話（ドコモ・ソフトバンク・ａｕ）でのレー
ス映像（ライブ・ＶＴＲ）提供を「うまステ」により
実施することになりました 
※ａｕはＶＴＲのみ配信。情報料は無料ですが視聴す
　る際には高額の通信料が必要です。利用時にはパ
　ケット定額制度への加入を強くお勧めいたします。 

お問合せ先：うまステ事務局　support@uma.st http://uma.st/

大好評！ 
ご予約はお早めに 

ドリームルーム ドリームルーム 
レディース専用特別席 

ご予約・お問い合わせは電話またはFAXにて・・・ 
企画広報課　ＴＥＬ387-9079　ＦＡＸ387-5183
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保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 担当地域民生委員の在宅相談 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７　　☎387-3718 
　川口　淑　門間６６６　　 ☎388-2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１　 ☎388-0029 

　河尻和男　北及１９０２　  ☎387-5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９　 ☎388-3791 

　岩田賢一　田代９５０-１　 ☎388-0068

福祉会館 

日（曜日） 

1日（水） 
13：00～15：00

15日（水） 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０　　☎387-2782 
　則竹　緑　東陽町３６-３　☎387-9625 
　後藤　稔　北及１１８３　　☎388-1495 
　廣　とし子　長池２６３-２　 ☎388-1906 
　杉原貴子　中野２５６　 　☎388-1496 
　杉山詞一　円城寺１４４３　☎387-7867

春の全国交通安全運動 

4月6日（月）～15日（水） 

交通事故死ゼロを目指す日 
4月10日（金） 

第3日曜日は家庭の日 
 

家族みんなで、進学、進級、就職 
などについて語り合いましょう 

今月のテーマ 
 

4月19日は、家庭の日です。心豊かな明るい家
庭づくりをしましょう。 

固定資産税 1期分 
国民健康保険税 1期分 
 

今月の納税・納付 

今月のお休みは４月１２日（日）３０日（木）です。 
図書室には、毎週新しい本が入ってきます。 
新着本は、ホームページの蔵書検索からご覧いただけます。 

図書室休室日のお知らせ 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３:２０～１４:１０ 

１３:１０～１３:５０ 
 

９:２０～１０:００ 

９:２０～９:３０ 

１０:００～１１:３０ 

１３:００～１４:３０ 

１３:００～１３:１０ 

１０:００～１１:３０ 
 

１３:３０～１４:３０ 

１３:００～１４:３０ 

１３:３０～１４:１５ 
 

 

１０:３０～１１:３０ 

 

１４:００～１５:３０ 

１３:３０～１５:１５ 

 

９:３０～１１:１５ 
 

１０:００～１１:３０ 
 

１３:３０～１５:１５ 

 

１０:００～１１:３０ 

 

１０:００～１１:３０ 

１３:００～１６:００ 

１０:００～１１:００ 

１２:３０～１３:３０ 

１４:３０～１５:３０ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 
にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
プレパマクラブ 
 

  
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 

ポリオ予防接種 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 

転倒予防教室 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～転倒予防体操教室～ 
 

骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　ストレッチと体操～ 

 
ふれあいひろば 
 
 
 

ふれあい喫茶 
 
 
 
心の巡回相談と 
グループワーク 

障がい者等就労体験 
 
 
 

献血 

７日（火） 

９日（木） 

２３日（木） 

２１日（火） 

２３日（木） 

７日（火） 

２２日（水） 

２２日（水） 

７日（火） 

８日（水） 

１７日（金） 

２２日（水） 

１３日（月） 

１４日（火） 

１０日（金） 

１３日（月） 

１４日（火） 

２２日（水） 

２日（木） 

１６日（木） 

２日（木） 

１５日（水） 

８日（水） 

２２日（水） 

２１日（火） 

１０日（金） 

１３日（月） 

１４日（火） 

１６日（木） 

２８日（火） 

 

２１日（火） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 
 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

 
福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

マックスバリュ笠松店 

加藤組（株） 

東洋紡ミシン糸工業（株） 
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◆学生納付特例制度とは 
　学生で所得が一定以下の場合、ご本人の申請により保険料の納付が猶予さ
れる制度です。学生納付特例は年度毎に申請を行っていただく必要があります。 
　この制度を利用する方は、住所地の市区町村役場で、国民年金手帳、学生であ
ることを証明する書類、印鑑を持って申請してください。 
　学生納付特例を受けた期間は、将来受ける年金の受給資格期間に算入され
ます。したがって不慮の事故などにより障がいが残ってしまった場合でも、納付要件
を満たすこととなり、障害基礎年金などを受給することができるので安心です。 
　しかし、この学生納付特例を受けた期間は将来受け取る年金額には反映されません。この期間
の保険料は、１０年以内であれば、古い期間から順に納付（追納）ができます。ただし、承認を受けた
期間の翌年度から起算して、３年度目以降は、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。 
　平成２０年度において学生納付特例を承認されている方で、２１年度も在学予定の方には、基礎年金番号などの事
項を印字したはがき形式の学生納付特例申請書が送付され、必要最小限の事項を記入するだけで学生納付特例制
度の申請が可能となります。 
○対象となる方 
　２月下旬までに学生納付特例を承認され、２１年度も在学予定の方 
○送付元・時期 
　社会保険庁から３月下旬 

　はがき形式の申請書による申請を行う場合には、学生であること、学生であったことを証明する書類（学生証など）を
添付する必要はありません。 
　ただし、在学される学校などに変更のある方などは、改めて在学の事実などを確認する必要があるため、この申請
書で申請することができません。 
　この申請を利用される方は、４月中にはがき形式の申請書を提出してください。５月末時点において、未提出などの理
由により学生納付特例の承認がされていない方に対しては、６月上旬に社会保険庁から納付書が送付されます。 

学生納付特例制度について 学生納付特例制度について 国民  
年金  

教育委員会だより 

挑戦する子どもに 
エネルギーを 

　４月は子どもにとって、新たなスタートの時期、新入
学の子どもは勿論、進級する子どもにとっても大きく環
境が変わる時期です。新たな教室で、新しい先生、
新しい仲間と緊張して生活していかなくてはならない
子どもは大変です。でも、この環境の変化に順応して
いくことで、子どもはひとまわり成長できるのです。 
　では、この時期の子どもを支える親としては、どんな
ことに気をつけたらいいのでしょう。うまく順応できる
かを心配するあまり、やたら干渉したり、子どもにとっ
て乗り越えるべき壁を取り除いてばかりいたり・・・。こ
れは逆効果です。子どもはいつか、親からひとりだち
していかなくてはならないのに、それを親が妨げてし
まうようなことになってしまいます。 

　そこで、まず親としてやるべきことは、新しい環境に
挑んでいこうとする子どもの味方になってあげること
です。具体的に言えば、４月になってから新たな気持
ちで頑張ろうとしている子どもの変化を見つけ、誉め
てあげることです。うまくいかないことがあったとき、子
どもの話にじっくりと耳を傾けてあげることです。多く
の場合、子どもは自分で困難なことを乗り越えるエネ
ルギーをもっています。しかし、ゆったり落ち着いて過
ごせる家庭でなくては、そのエネルギーを蓄えること
はできないのです。だからこそ、家庭がゆったり落ち
着いて過ごせる場所であることが大切なのです。もう
ひとつは、十分な睡眠時間と栄養のバランスがとれた
食事です。これは、親の責任です。新たな環境に順
応できず、頑張りきれない子どもを見ると、家庭でこの
二つが不十分な場合がとても多いのです。まだまだ
親のサポートが必要です。 
　こんなことに気をつけながら、挑戦している子どもを
大らかに見守ってください。そうすれば子どもはきっと
言います。 
「やっぱり、僕、頑張ってみる」 

〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
☎273-6161

教育電話相談 ～悩んだら気軽に電話してください～ 
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このコーナーでは、日ごろ町民の皆さん
から役場へ寄せられる質問・意見などを
回答とともに紹介します。 

書に親しんでみませんか 
下羽栗毛筆サークル 

　私たち下羽栗毛筆サークルは、先生の指導のもと、それぞれのペ
ースで書に親しんでいます。 
　書道は、日本の伝統文化ですが、最近は日常生活の中で筆を使う
ことがめっきり少なくなりました。 
　硯や筆を目の前にすると身構えてしまいがちですが、筆で文字を
書くことは、心が落ち着いて良いものです。 
　新しい季節のスタートを機に、私たちと一緒に書道を始めてみませ
んか。 
【活動日】毎月第1・3木曜日 午前9時30分～ 
【場　所】総合会館　 
【連絡先】岩田敬子宅（西金池町）　☎387-8797

食いしん坊で 

暴れん坊で 

甘えん坊 

三拍子そろった我が家の王子ですQ

おうたが大好き! 

いつもおしりフリフリ♪おどっています。 

玄関までハイハイで 

みんなをお出迎えするよ!

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します。 

応募対象　平成20年6月生まれの赤ちゃん 
応募期間　4月末日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳細は企画課広報までお問合せください。 

■ 平日は仕事で、役場へなかなか行けません。休日に住民票が欲しいのですが、ど
のようにすればいいですか。 
■ 役場が開いている午前8時30分から午後5時30分までにお越しになれない方のた
めに、住民票だけは、本人または同一世帯の方に限って、交付予約がご利用できます
ので、住民課へ電話してください。 
【問合先】住民課 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１-６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ 058-388-1113  FAX.058-387-5816
ホームページアドレス http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

この広報紙は再生紙を使用しています。 
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