
笠松町第６次総合計画　施策体系及び担当課一覧
基本方向１　ぬくもりと笑顔あふれる思いやりのまち

施策の方針 № 具体的な事務事業 担当課

1 地域福祉に関する意識啓発 福祉子ども課

2 地域福祉に関する学習機会の提供 福祉子ども課

3 ボランティア活動の促進、人材育成の推進 福祉子ども課

4 地域福祉活動団体との連携、活動支援 福祉子ども課

5 小地域におけるネットワークの構築 福祉子ども課

6 地域における見守り、交流活動の促進 福祉子ども課

7 地域資源の活用促進 福祉子ども課

8 災害時における要援護者支援体制の整備 総務課

9 社会福祉協議会との連携による地域福祉の推進 福祉子ども課

10 福祉サービスに関する情報の提供 福祉子ども課

11 権利擁護の推進と虐待防止 福祉子ども課

福祉子ども課

建設課

13 包括的相談支援体制の強化 福祉子ども課

14 就労支援体制の充実 福祉子ども課

15 健康相談、健康教育の充実 健康介護課

16 特定検診の推奨 健康介護課

17 各年齢に応じた健（検）診の実施 健康介護課

18 健診結果に基づいた事後指導体制の拡充 健康介護課

19 感染症予防対策の推進 健康介護課

20 健康づくりに関する活動団体の育成、支援 健康介護課

21 健康づくりの場や機会の環境整備の充実 健康介護課

22 心の健康づくりの推進 健康介護課

健康介護課

学校給食センター

24 かかりつけ医づくりの促進 健康介護課

25 地域活動やボランティア活動への支援 教育文化課

26 高齢者の多様な交流の場の支援 福祉会館

27 高齢者の就労、就業の支援 福祉会館

28 生涯学習の取り組みの推進 福祉会館

29 地域包括支援センターを中心とした地域包括ケア体制の整備 健康介護課

30 サービス事業者との連携強化 健康介護課

31 高齢者福祉サービスの提供 福祉子ども課・福祉会館・健康介護課

32 高齢者に関する相談や情報提供 健康介護課

33 介護保険やサービスに関する情報提供 健康介護課

34 介護予防事業の推進 健康介護課

35 介護保険事業計画に基づいた適切なサービス提供体制の整備 健康介護課

36 質の高いサービス提供に向けた支援 健康介護課

37 障がいや障がいのある人に対する理解の促進 福祉子ども課

38 障がいの早期発見、早期療育の推進 福祉子ども課・健康介護課

39 障がいのある人に対する相談、支援体制の整備 福祉子ども課

40 障がいの特性に応じたサービス利用への支援 福祉子ども課

41 自立した生活に向けた生活支援サービスの提供 福祉子ども課

総務課

福祉子ども課

福祉子ども課

教育文化課

44 障がい者団体への活動支援 福祉子ども課

45 母子保健事業の推進 健康介護課

健康介護課

教育文化課

47 医療費助成の継続的な実施 住民課

福祉子ども課

健康介護課

49 子育て世代包括支援の実施 健康介護課

50 各種保育サービスの充実 福祉子ども課

51 病児・病後児保育の充実 福祉子ども課

52 幼稚園との連携の強化 福祉子ども課

53 認定こども園の普及に向けた研究と検討 福祉子ども課

54 幼児期を支える家庭教育への支援 教育文化課

55 地域子育て支援拠点（こども館）の機能充実 こども館

56 子どもや保護者の交流の場づくり こども館

57 地域における子育て支援機能の強化 福祉子ども課

住民課

福祉子ども課

59 児童虐待の防止と早期発見、早期対応 健康介護課

60 障がいのある子どもへの相談、支援の充実 福祉子ども課

61 道徳心やマナー向上に向けた意識啓発 教育文化課

62 人権意識を高める学習機会の提供 教育文化課

福祉子ども課

教育文化課

64 LGBTに配慮した環境づくりの推進 総務課

65 男女共同参画に関する意識啓発 総務課

66 政策、方針決定の場への女性の積極登用 総務課

67 事業所などにおける仕事と家庭生活の調和の推進 総務課

福祉子ども課

健康介護課

教育文化課

総務課

福祉子ども課

12 生活支援体制の充実

子育てに関する相談、支援の充実

人権教育指導者や町職員の意識の向上

生活習慣病予防、事後指導の推進

ひとり親家庭への支援の充実

人権に関する各種相談体制の充実

② 多様性に配慮した環境づくりの推進

③ 人権が尊重される環境の充実

（５）子ども・子
育て支援、幼児教

育の推進

①
子どもや母親の
健康の確保・増進

② 保育・子育て支援サービスの充実

④ 地域における子育て支援の充実

⑤ 支援が必要な子育て家庭への支援の充実

（４）障がいのあ
る人の福祉の推進

①
障がいの有無に関わりなく安心して暮ら

せる環境づくり

②
障がいのある人の生活を支援するサービ

スの充実

③ 障がいのある人の社会参加の促進

具体的内容

（１）地域福祉の
推進

① 地域福祉活動の担い手の育成

② 見守りと支え合いの地域づくり

③ 自立を支援する環境の整備

（２）健康づくり
の推進

① 健康づくりに取り組む環境づくり

② 生涯を通じた健康づくり

（3）高齢者福祉の
推進

①
時代に合った高齢者の地域での活動や生

きがいづくりの推進

③ 介護保険の適正な運営

食育の推進

③ 幼児教育の充実

②
高齢者の生活を支える

支援体制の整備

23

42

43

障がいのある人の雇用の促進

文化、スポーツ、レクリエーション活動の促進

63

68

69

（６）人権尊重社
会の実現

①

46

48

58

積極的な人権教育や啓発の推進

ＤＶや虐待などのあらゆる暴力の根絶



基本方向２　未来へ繋ぐ心豊かな人づくりのまち

施策の方針 № 具体的な事務事業

70 学校施設の長寿命化の推進 教育文化課

71 安心で安全な学校給食の提供の継続 学校給食センター

72 地域との連携、協力による教育環境基盤の充実 教育文化課

73 児童生徒の安全の確保 教育文化課

74 確かな学力の定着 教育文化課

75 多様性や協働性を重視した道徳や人権教育の推進 教育文化課

76 健康で健やかな体づくりの推進 教育文化課

77 夢を描くキャリア教育の推進 教育文化課

78 情報、環境、国際理解教育の推進 教育文化課

79 給食センター、学校、家庭が連携した食育の推進 給食センター

80 コミュニティスクールのさらなる推進 教育文化課

81 地域の歴史、伝統文化を尊重した教育の推進 教育文化課

82 各学校の主体的事業に対する支援の充実 教育文化課

83 学校教育における地域人材の活用 教育文化課

84 特別支援教育に関する環境整備の推進 教育文化課

85 いじめの解消や不登校の児童及び生徒に対する学びの保障に向けた取り組みの強化 教育文化課

86 教職員研修への支援 教育文化課

87 学校、家庭、地域との連携の強化 教育文化課

88 青少年の健全育成に向けた意識啓発 教育文化課

89 青少年を有害環境から守る活動の促進 教育文化課

90 青少年の非行、被害防止への啓発 教育文化課

91 青少年団体の活動支援 教育文化課

92 国際交流活動の推進 企画課

93 地域間交流活動の推進 企画課

94 世代間交流や親子交流の促進 教育文化課

95 青少年の地域活動への参加促進 教育文化課

96 ＩＴを活用した学習情報の提供 教育文化課

97 生涯学習に取り組みやすい施設、利用環境の整備 教育文化課

教育文化課

歴史未来館

99 家庭の教育力向上に向けた親子教室、家庭教育学級への支援 教育文化課

100 現代的課題に関する学習機会づくり 教育文化課

101 地域固有の歴史、文化に関する学習機会づくり 歴史未来館

102 クラブ、サークル活動への支援 教育文化課

103 生涯学習に関するリーダーの育成と活用 教育文化課

104 学習成果を活かす機会や場の提供 教育文化課

105 スポーツ活動に関する情報の提供 教育文化課

106 スポーツ施設、運動施設の整備 教育文化課

107 学校体育施設の開放および有効利用 教育文化課

108 プロスポーツチーム、トップアスリートとの交流の推進 企画課

109 スポーツ活動に関する指導者の育成 教育文化課

110 各種スポーツ事業の普及、充実 教育文化課

111 誰もが楽しめるスポーツ活動の推進 教育文化課

112 スポーツ協会やレクリエーション協会との連携による各種団体、クラブの育成 教育文化課

113 スポーツ少年団への支援、育成 教育文化課

114 自主運営の促進および活動組織の整備 教育文化課

115 未指定文化財の調査および発掘の促進 教育文化課

116 町の歴史,文化を伝える資料の収集、保存 歴史未来館

教育文化課

歴史未来館

118 文化財保護活動への支援 教育文化課

119 文化財保護意識の高揚 教育文化課

120 歴史や文化を活かした住民活動の活性化 教育文化課

121 ふるさと教育のさらなる推進 企画課

122 歴史や文化を活かしたまちづくりの推進 歴史未来館

教育文化課

歴史未来館

ライフステージや学習ニーズに応じた多様な学習機会の提供

（５）歴史・文化
の継承と活用

① 歴史・文化の保存と継承

② 文化芸術に触れる機会の充実

伝統芸能の継承

資料保存のシステム化による文化財情報などの提供

（４）スポーツ活
動の推進

① スポーツに取り組める環境づくり

② 生涯スポーツの推進

主体的なスポーツ活動の促進

117

123

（３）生涯学習の
充実

①
生涯学習に取り組める

環境づくり

② 多様な生涯学習機会の提供

③ 主体的な生涯学習活動の活性化

①

③ 地域ぐるみの教育の推進

具体的内容

（２）青少年の健
全育成・若者支援

の推進

① 青少年の地域活動への参画支援

② 青少年が活発に活動できる環境の整備

（１）学校教育の充実

④ きめ細やかな教育環境の確立

安心して学べる教育環境の整備

②

98

③

子どもの「生きる力」を育む教育の実現



基本方向３　にぎわいと活力あふれる創造のまち

施策の方針 № 具体的な事務事業

124 農業体験などを通した農地の有効利用の推進 環境経済課

125 農産物の地元消費の促進 環境経済課

126 特産品開発によるブランドづくりの推進 環境経済課

127 地産地消の推進 環境経済課

128 需給動向を見据えた稲作農業の推進 環境経済課

129 遊休農地の利用促進および耕作放棄地の解消 環境経済課

130 かんがい排水事業の推進 環境経済課

131 農地の面的集積利用などの促進 環境経済課

132 農地の集積集約への取組促進 環境経済課

133 起業に向けた支援の充実 環境経済課

134 新規事業の導入企業や異業種転換企業の支援 環境経済課

135 経営相談や講習会などを通じた助言、指導 環境経済課

136 各種融資制度の周知および活用促進 環境経済課

137 情報技術の活用による情報発信と経営の効率化 環境経済課

138 事業継承、事業譲渡などの取り組みの促進 環境経済課

139 商工会との連携強化による中小企業の経営基盤強化 環境経済課

140 産官学の連携や異業種間の交流による研究、学習機会の拡充 環境経済課

141 各種団体活動の育成、支援 環境経済課

142 共同化、協業化による活動や事業展開への支援 環境経済課

④ 就労を支援する環境の整備 143 若者から高齢者、障がいのある人に対応した幅広い就労支援の実施 環境経済課

144 SNSなどを活用した観光、イベント情報の発信 企画課

145 町の特産品の発掘と「ふるさとかさまつ宅配便」による魅力発信 企画課

146 住民との協働によるネットワークの拡充 企画課

147 広域連携による観光資源のネットワークの強化 企画課

148 民間との協働による町の魅力発信と観光プロモーションの推進 企画課

149 地域特性を活かした新たなイベントの開催 企画課

150 民間主導によるイベント開催の推進 企画課

151 河川空間を活用したまちづくりの推進 企画課

152 地域資源を活かした特色ある事業の創出 企画課

153 町内会活動の重要性に対する理解促進 総務課

154 地域行事、活動に関する情報提供と参加促進 総務課

155 町内会活動などへの支援 総務課

156 各世代における地域リーダーの育成、支援 総務課

157 コミュニティ相互の連携による活動展開への支援 総務課

158 施設の有機的な連携および適正な配置 総務課

159 協働によるまちづくりの推進 企画課

160 まちづくり活動を担う人材の育成 企画課

161 まちづくり活動を支援する体制の整備 企画課

162 ＮＰＯ法人など、まちづくり活動団体の組織化の促進および支援 企画課

163 活動のコーディネート機能の強化 企画課

⑤ 官学連携によるまちづくりの推進 164 まちづくりの課題解決に向けた官学連携による調査、研究の実施 企画課

165 「関係人口」の増加に向けたプロモーションの推進 企画課

166 子育て、暮らし、仕事など関連事業の総合的、効果的な推進 企画課

① 町の資源を活かした魅力づくり

①
コミュニティづくりに向けた

意識づくり

② コミュニティ活動の活性化

経営体質の強化

③
商工業活性化に向けた

支援の充実

⑥

（１）農業の振興

① 都市農業の推進

（３）観光・イベ
ントの推進

③ リバーサイドタウンかさまつ計画の推進

② 観光・交流イベントの活性化

② 農業経営基盤の強化

具体的内容

（２）商工業の振
興

④
住民による

まちづくり活動への支援

（４）コミュニ
ティ活動と活発な
まちづくり活動の

推進

新たな事業活動への支援

③ 農業生産基盤の整備

①

③ まちづくりを進める基盤整備

②

移住定住の促進



基本方向４　便利で快適に暮らせるやすらぎのまち

施策の方針 № 具体的な事務事業

167 計画的な土地区画整理事業の推進 企画課

168 土地利用の基礎資料作成に向けての調査 建設課

169 地域の土地利用状況に適した地区計画などの導入に向けての調査 建設課

170 宅地開発の規制や誘導に向けた指導、相談体制の充実 建設課

171 岐阜都市計画区域マスタープランの見直しにあわせた市街化区域拡大の検討 建設課

172 中心市街地の機能的な土地利用の検討 建設課

173 交通立地条件を活かした新たな流通、生産拠点の整備 建設課

174 国土利用計画の適正化 企画課

175 民間未利用地の活用促進 建設課

176 将来を見据えた土地の先行的な取得および公共用地の有効活用 総務課

① 計画的な道路整備 177 都市計画道路見直し方針に基づいた整備 建設課

178 幹線町道の改良、整備 建設課

179 機能的で美しい道路修景の推進 建設課

180 歩行者にとって安全な道づくり 建設課

181 羽島用水パイプライン上部利用整備の推進 建設課

182 町道の適正な維持管理 建設課

183 木曽川右岸道路の整備促進 建設課

184 国道、県道の整備促進 建設課

185 巡回町民バスの利用促進 企画課

186 効率的で利便性の高い巡回町民バス路線の検討 企画課

187 地域の実情にあった新たな交通サービスの導入 企画課

188 鉄道およびバスなどを総合的に活用した公共交通利用促進策の検討 企画課

189 駅を活かした拠点の整備 企画課

190 建築指導や相談の実施 建設課

191 美しいまちなみづくりへの支援 環境経済課

192 道路や歩道、公共施設における緑化の推進 建設課

193 都市公園の計画的な整備 建設課

194 木曽川の自然を活かしたサイクリングネットワークの構築 建設課

195 住民主体の環境美化活動の活性化 環境経済課

196 水源施設の適切な維持管理 水道課

197 水道施設の耐震化 水道課

198 周辺自治体との連携 水道課

199 水道事業経営の安定化 水道課

200 進捗状況にあわせた事業認可区域の拡大 水道課

201 効率的な下水道管渠整備と耐震対策の推進 水道課

202 水洗化の促進と下水道への接続促進 水道課

203 下水道事業経営の安定化 水道課

204 し尿および浄化槽汚泥の適正な収集処理の推進 環境経済課

205 浄化槽の適正な維持管理への指導 環境経済課

206 公害防止に向けた対策の強化 環境経済課

207 社会情勢に即した火葬場施設および墓地周辺環境の整備 環境経済課

208 環境にやさしい暮らし方に関する意識啓発 環境経済課

209 地球温暖化防止対策の推進 環境経済課

210 環境保護活動団体の育成、支援 環境経済課

211 環境美化向上のための監視機能の強化 環境経済課

212 ごみの減量化の推進 環境経済課

213 リサイクルと再資源化の推進 環境経済課

214 わかりやすい分別収集体制の確立と資源回収システムの充実 環境経済課

215 ごみの適正な排出の推進 環境経済課

③ 広域幹線道路網の整備

② 快適な生活道路の整備

（５）清潔で快適
な環境の整備

① 計画的な公共下水道の整備

② 衛生的な環境の整備

③ 良質な水の安定供給

（６）循環型社会
の構築

① 環境にやさしいまちづくり

② ごみの減量化・資源化の推進

（４）良好な住環
境の創出

① 安心して暮らせる住環境の整備

② うるおいのある景観づくり

土地の計画的な有効活用

（３）公共交通体
系の充実

① 地域を結ぶ公共交通網の充実

② 地域公共交通サービスの拡充

（２）便利で快適
な道路網の整備

（１）計画的な土
地利用の推進

① 良好な住宅・宅地の供給

② 利便性を持った生活環境づくり

③

具体的内容



基本方向５　安全で安心して暮らせる住みよいまち

施策の方針 № 具体的な事務事業

216 環境の変化にともなう地域防災計画の見直し 総務課

総務課

企画課

218 施設、設備などの整備 総務課

219 災害時の応援協定の拡充及び迅速な復興に向けた体制の整備 総務課

220 防災に関する意識啓発と防災教育の推進 総務課

221 自主防災組織の育成、支援 総務課

222 地域における防災訓練の実施 総務課

223 災害時要援護者の把握と支援体制の整備 総務課

224 関係機関との連携強化による都市型水害対策の強化 建設課

225 木曽川の護岸整備などをはじめとする治水事業の促進 建設課

226 雨水幹線未整備区間の整備推進 建設課

227 公共施設の耐震化の推進 総務課

228 一般住宅の耐震化の推進 建設課

229 防火意識の高揚と知識の普及 総務課

230 消防団などの地域防災組織の充実 総務課

231 消防施設、設備の整備 総務課

232 講習会などを通じた自主救護能力の向上 総務課

233 ＡＥＤなどの救急、救助資機材の整備 総務課

234 救急医療機関の周知と適切な利用の促進 健康介護課

235 ＩＣ患者カードの普及促進に向けての検討 健康介護課

236 近隣市町との連携による第２次救急体制の確立 健康介護課

237 防犯に関する意識啓発と防犯教育の推進 総務課

238 犯罪などに関する情報共有体制の整備 総務課

239 消費者知識の普及啓発 環境経済課

240 消費生活相談の充実 環境経済課

241 防犯活動団体の育成、支援 総務課

242 青パトを利用した防犯活動の強化 総務課

243 交通安全に関する意識啓発 建設課

244 子どもや高齢者を対象とした交通安全教室の実施 建設課

245 交通安全施設の整備 建設課

246 交通安全活動団体への支援 建設課

247 警察など、関係機関との連携強化 建設課

③ 地域防犯活動の育成

③

（４）交通安全対
策の推進

① 交通事故を防止する環境づくり

② 住民主体の交通安全活動の促進

（２）消防・救急
対策の推進

① 火災予防・消防体制の整備

② 救急・救助体制の整備

（３）防犯体制の
強化

① 犯罪を未然に防ぐ環境づくり

② 消費者保護対策の推進

（１）防災対策の
推進

①
総合的な

防災・災害時対策の推進

②
地域における

防災・災害時対策の推進

水害対策の充実

④ 耐震化の推進

具体的内容

緊急通信体制の充実217



基本方向６　「官」「民」協働で築き上げる持続可能なまち

施策の方針 № 具体的な事務事業

248 誰もが読みやすい広報紙づくり 企画課

249 速報性、視認性の高いホームページづくり 企画課

250 SNS、地上デジタル放送、データ放送による地域情報の発信 企画課

251 町政情報の積極的な公開 総務課

252 各種メディアへの町情報の積極的な発信 企画課

253 各種審議会や委員会などへの参画機会の拡充および参画促進 総務課

254 町政懇談会やアンケート調査などの継続的な実施 総務課

255 政策決定過程におけるパブリックコメントの実施 企画課

256 行政と住民の双方向による意見交換、情報共有システムの構築 企画課

257 親切で親身な対応に向けた職員意識の醸成 総務課

258 行政施策の横断的な理解促進 総務課

259 職員研修を通じた人材育成の推進 総務課

260 住民ニーズを受け止め、すばやく対応する庁内連携体制の整備 総務課

261 専門性を高め、活かす職員配置の推進 総務課

262 住民本位の住民サービスの向上 企画課

263 住民協働による行政の役割の見直し 企画課

総務課

企画課

265 ＩＣＴ（情報通信技術）などを活用した事務の効率化 企画課

266 教育、研究機関と連携した事務の効率化の検討 企画課

267 官民連携、民間委託などによる事務の合理化 総務課

268 「公共施設総合管理計画」の適正な推進 企画課

269 地方分権や地域課題に応じた行政機構や組織の見直しと定員管理の適正化 総務課

270 積極的な行財政情報の公開 企画課

271 総合計画に基づく中長期財政計画の策定 企画課

272 財源の重点かつ効率的な予算配分の推進 企画課

273 国、県などの制度事業の効率的、計画的な活用 企画課

274 税や保険料の適正かつ公平な徴収と受益者負担の適正化 税務課

③ 交流の活性化 275 関係市町との人事交流事業の推進 総務課

276 公共施設の相互利用の推進 企画課

企画課

住民課

278 新たな広域行政サービスの検討 企画課

共同事業の推進

②
効率的・効果的な
行政運営の推進

個人情報保護体制の強化

具体的内容

（４）健全な財政
運営の推進と広域
行政への対応

（３）効果的な行
政運営の推進

①
満足度の高い

行政サービスの提供

①
透明性の高い計画的な

財政運営の推進

② 持続可能な財政運営の推進

④

（１）住民参加に
よるまちづくりの

推進

① 広報の充実

（２）気配り行政
の推進

職員の資質向上

② 質の高い行政サービスの提供

①

協働によるまちづくりの推進②

277 住民サービスの拡充

264


