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方針別基本計画（案）について 
 

１ 良好な環境を誇りとするまち 
 

方向性１-１ みどりや水を守り育てる 

・里山保全の継続的な実施 

・希少野生生物の生息状況の調査と水辺環境保全のための対策 

・農地の保全と遊休農地の解消 

・レクリエーションや環境学習などを通じた、豊かな自然に親しむ場づくりの充実 

・滞在型農業体験の推進と、豊かな自然環境を生かした移住者の受け入れ促進 

 

【前期からの変更点】 

 前期基本計画の内容を継続的に実施しますが、一部項目の整理を行います。 

 〇森林経営信託に関しては、将来に繋げる農林業として、方向性 4-3 に統一 

 〇農業用ため池の保全に関しては、暮らしの安全として、方向性 5-1 に統一 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

みどりや水を

守り育てる 

 1-1-1 里山や生態系の保全  ・御嵩町環境基本計画 

・御嵩町森林整備計画 
 

 
1-1-2 水辺環境と農地の保全  

 
 

1-1-3 自然とのふれあい・居住  

〇成果指標 

◆企業との協働による森林づくり協定を締結した森林面積(ha)【新規】 

◆○○交付金を活用し農地を維持管理する集落数(集落)【継続】 

◆自然環境を大切にし､親しんでいる町民の割合(％)＊町民アンケート調査【継続】 

〇現状と課題 
 

・里山保全の町有林から私有林への波及 

・「コミンカホテル四季の家」の活用   等 

資料５ 
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１ 良好な環境を誇りとするまち 
 

方向性１-２ 環境にやさしいまちを実現する 

・ＳＤＧｓに関する意識の向上【新規】 

・環境モデル都市の実現 

・環境モデル都市行動計画に定める施策の推進によるＣＯ２の排出削減 

・森林整備における端材の木質バイオマス燃料等としての有効活用【新規】 

・３Ｒの積極的に取り組みによるごみの減量を促進 

 

【前期からの変更点】 

 ＳＤＧｓと木質バイオマスに関する項目を追加し、処分場の維持管理に関する項目

を削除します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

環境にやさし

いまちを実現

する 

 1-2-1 環境モデル都市の推進  ・御嵩町環境基本計画 

・御嵩町地球温暖化対策実行計画 

・御嵩町環境モデル都市行動計画 

・御嵩町一般廃棄物処理基本計画 

・御嵩町クリーンエネルギービジョン 

 
 

 

 1-2-2 循環型社会の形成  

 

〇成果指標 

◆CO2 の削減量(t-co2)＊環境モデル都市行動計画【「排出量」から変更】 

◆エネルギー節約・CO2 削減に取り組んでいる町民の割合(％) 

＊町民アンケート調査【継続】 

◆環境学習講座の参加人数(人)【継続】 

◆一般廃棄物生活系可燃物に占めるプラスチック製容器包装収集量の割合(％) 

 【「収集量」から変更】 

〇現状と課題 
 

・環境モデル都市行動計画の着実な推進とＣＯ２の削減及び削減活動の支援 

・中山道みたけ館への薪ストーブの導入を契機とした循環型社会の推進 

・３Ｒのうち「Reuse（再使用）」に関するシステムの構築   等 
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２ 笑顔で育ちあうまち 
 

方向性２-１ 未来を担う人材を育てる 

・一人ひとりの子どもが生きる力を育み、確かな学力を身に着ける指導の充実 

・幼稚園・保育園から高校までを含めた各教育機関が連携した教育の展開 

・外国語教育、ＩＣＴ教育など時代の変化に対応できる人材の育成 

・家庭教育の支援と開かれた学校運営 

・青少年の自立心や社会性を育む体験活動などへの参加促進や社会参加機会の提供 

・ふるさとへの愛着を育み豊かな発想を持つ人材の育成 

・子どもたちがふるさと「みたけ」に誇りを持てるよう魅力ある地域活動の展開支援 

 

【前期からの変更点】 

 ふるさと教育やＩＣＴ教育に引き続き力を入れつつ、継続的に実施します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

未来を担う人

材を育てる 

 2-1-1 学校での人づくり  ・21 世紀御嵩町教育・夢プラン 

・御嵩町道徳教育推進計画 

・御嵩町ＩＣＴ教育推進計画 

・御嵩町子どもの読書活動推進計画 

 

 
 

2-1-2 青少年の健全育成  

 
 

2-1-3 ふるさと教育の推進  

 

〇成果指標 

◆学校教育施策に対する満足率(％)＊町民アンケート調査【継続】 

◆家庭教育学級の参加者数(人)【継続】 

◆御嵩町を誇れると思う町民の割合(％)＊町民アンケート調査【継続】 

※「おＳＵＮ歩あるきたい」登録者数に変わる成果指標を検討中 

〇現状と課題 

・ＧＩＧＡスクール構想によるタブレット端末を活用した授業等の展開 

・ふるさと教育の展開と地元で活躍する意識を持った人材の育成  等 
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２ 笑顔で育ちあうまち 
 

方向性２-２ 学び合いの中から人材を育む 

・差別をなくし、明るい住みやすい社会の構築 

・固定的な性別役割分担にとらわれない自分らしい生き方の実現 

・地域の特性に応じた公民館活動の充実と生涯学習の機会の充実 

・歴史文化や各種活動などを学ぶ機会の充実とその経験を生かす機会の提供 

 

【前期からの変更点】 

 前期基本計画の項目を継続的に実施します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

学び合いの中

から人材を育

む 

 2-2-1 人権の尊重  ・御嵩町人権施策推進指針 

・御嵩町第 4 次男女共同参画プラン 

・21 世紀御嵩町教育・夢プラン 

・御嵩町子どもの読書活動推進計画 

 

 
 

2-2-2 男女共同参画の推進  

 
 

2-2-3 生涯学習の推進  

 

〇成果指標 

◆地域外国人と交流している町民の割合(％)＊町民アンケート調査【継続】 

◆女性の社会参加促進に対する満足率(％)＊町民アンケート調査【継続】 

◆生涯学習・文化継承の活動に取り組んでいる町民の割合(％) 

＊町民アンケート調査【継続】 

 

〇現状と課題 

・感染症患者への中傷など新たな人権問題への対応 

・公民館講座、成人講座の充実（新規の方による参加者数の増加）  等 
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３ みんなが支えあうまち 
 

方向性３-１ 住民自治活動を活発化する 

・各種活動について自治会･町民の理解促進と住民自治力の強化 

・コミュニティリーダーの育成と交流の機会づくり、集会施設の整備支援 

・より良い地域をめざすためのビジョンや計画づくりの支援 

・自助、共助の意識を高めハザードマップづくり、防災訓練などの取組促進 

 

【前期からの変更点】 

 前期基本計画の項目を継続的に実施しますが、防災、福祉などさまざまな項目にま

たがっている内容を整理します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

住民自治活動

を活発化する 

 3-1-1 地域自治の強化  ・御嵩町地域防災計画 

・第３次御嵩町地域福祉計画 
 

 
3-1-2 地域防災活動の推進  

 

〇成果指標 

◆１年間のうち地域活動等に参加したことがある町民の割合(％) 

＊町民アンケート調査【継続】 

◆防災リーダー数（町内在住者）(人)【継続】 

◆行方不明高齢者等ＳＯＳネットワーク協力機関数【継続】 

 

〇現状と課題 

・自治会加入率の減少 

・防災リーダーの役割の明確化となりっ放しを防ぐ取組 

・各自治会において防災リーダーの養成（防災リーダー不在の自治会）  等 
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３ みんなが支えあうまち 
 

方向性３-２ 誰もが安心して暮らせるまちにする 

・関係機関と連携した生活支援体制の構築と地域福祉の担い手育成 

・生活支援の必要な方への早期支援と自立の促進【新規】 

・子育て支援の充実による子育てができるまちとしての魅力向上 

・子どもが遊ぶことができる場所の充実【新規】 

・妊娠期から切れ目のない支援の充実と子育て世代に対する包括的な支援 

・高齢者の介護予防の強化や生きがいづくりなど、包括的な福祉サービスの提供 

・それぞれの障がいに応じた相談支援体制の強化と障がい者の就労や社会参加の促進 

【前期からの変更点】 

 生活困窮に対する支援と公園の充実に関する項目を追加します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

誰もが安心し

て暮らせるま

ちにする 

 3-2-1 地域福祉活動の推進  ・第 3 次御嵩町地域福祉計画 

・御嵩町第 2 期子ども・子育て支援

事業計画 

・御嵩町高齢者福祉計画・介護保険

事業計画Ⅶ 

・御嵩町障がい者支えあいプラン 

 
 

 
 3-2-2 子育て支援の充実  

 
 

 
 3-2-3 高齢者福祉の充実  

 
 

 
 3-2-4 障がい者福祉の充実  

〇成果指標 

◆子育ての環境や支援への満足率(％) 

＊子ども・子育て支援に関するニーズ調査【継続】 

◆人口当たりの認知症サポーターの割合(％)【「養成講座受講者数」から変更】 

◆基幹相談支援センターにおける相談件数(件)【新規】 

 

〇現状と課題 

・児童公園などの快適さ、利用の気軽さの確保 

・生活支援における連携強化と地区の課題に応じた体制の構築  等 
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３ みんなが支えあうまち 
 

方向性３-３ 暮らしの安全を確保する 

・防災情報の伝達体制や防災拠点の充実などの体制強化 

・自主防災組織の創設促進と防災リーダーの育成など地域主体の防災体制の強化 

・防犯パトロールなど地域における防犯力の強化 

・防犯灯の設置の支援や「子ども 110 番の家」の充実 

・交通安全に対する意識を強く持つための啓発強化 

 

【前期からの変更点】 

 青少年の健全育成に関する項目を方向性 2-1 に統一しました。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

暮らしの安全

を確保する 

 3-3-1 地域防災体制の強化  ・御嵩町地域防災計画 

・御嵩町通学路交通安全プログラム 

  
 

 
 3-3-2 防犯活動の推進  

 
 

 
 3-3-3 交通安全の推進  

 

〇成果指標 

◆防災リーダー所属自主防災組織数【継続】 

◆刑法犯罪認知件数(件)【継続】 

◆年間の交通事故発生件数(件)【継続】 

〇現状と課題 

・防災リーダーや自主防災組織などの人材が地域で活躍していくための方策 

・交通死亡事故ゼロを 1,000 日達成  等 
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３ みんなが支えあうまち 
 

方向性３-４ 町民の健康づくりを支援する 

・町民の健康づくり意識の向上と健康づくりのための活動の充実 

・母子や乳幼児期からの健康づくりの支援 

・心の悩みを抱える町民のサポート 

・スポーツ活動団体の支援や指導者育成の充実とスポーツ施設の積極利用 

・安全な食の確保と食育の推進 

 

【前期からの変更点】 

 健康づくりの推進について、健康づくりの担い手育成から、一人ひとりが自ら健康

づくり意識の向上に向けた取組に変更します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

誰もが安心し

て暮らせるま

ちにする 

 3-4-1 健康づくりの推進  ・御嵩町健康増進計画・食育推進計

画・自殺対策計画 

・御嵩町第２期子ども・子育て支援

事業計画 

・２１世紀御嵩町教育・夢プラン 

 
 

3-4-2 保健予防事業の充実  

 
 

3-4-3 スポーツの振興  

 

3-4-4 食育の推進 

 

〇成果指標 

◆健(検)診受診率(％)＊保健センターによるアンケート調査【継続】 

◆みたけ健康ポイント応募者の 20 歳以上の人口に占める割合(％)【新規】 

◆社会体育施設の利用者数(人)【継続】 

〇現状と課題 

・「みたけ健康ポイント制度」の利用促進 

・町民の心の健康 

（新型コロナウイルスから派生した全国的な自殺者の増加）  等  
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４ 多くの人が行き交うまち 
 

方向性４-１ 地域資源を生かし、交流の機会を増やす 

・観光拠点の活性化と特産品の開発、普及促進 

・町民のおもてなしの心の醸成、案内・ガイドの人材育成などの展開 

・地域に定着したイベント活性化と町民主体による地域イベントの開催支援 

 

【前期からの変更点】 

 感染症対策との整合に配慮しながら、継続的に実施します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

地域資源を生

かし、交流の

機会を増やす 

 4-1-1 観光魅力の向上  ・御嵩町観光基本計画 

 
 

 
4-1-2 “おもてなし”の充実  

 
 

4-1-3 地域振興イベントの魅力向上  

 

〇成果指標 

◆観光入込客数(人)＊岐阜県観光入込客数統計調査【継続】 

◆御嶽宿わいわい館の入館者数(人)【継続】 

◆「みたけのええもん」の数【「認定数」から変更】 

 

〇現状と課題 

・「みたけのええもん」に認定された特産品の普及促進 

・おもてなしの拠点「御嶽宿わいわい館」の賑わいの創出 

・地域イベントにおける感染症対策の考慮   等 
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４ 多くの人が行き交うまち 
 

方向性４-２ 地域の魅力を効果的に発信する 

・タウンプロモーションを展開による町の魅力向上 

・さまざまな媒体での地域の魅力の情報発信 

・町民の自発的な地域魅力の理解と自らの手による情報拡散【新規】 

・総合的な魅力発信による魅力あふれるイメージ形成 

 

【前期からの変更点】 

 町民が自ら情報発信主体となることを推進する項目を追加します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

地域の魅力を

効果的に発信

する 

 4-2-1 タウンプロモーションの推進  ・御嵩町観光基本計画 

・第 2 期みたけ創生!!総合戦略 

  
 

 
 4-2-2 地域情報の発信強化  

 

〇成果指標 

◆御嵩町は子どもや若者にとって住み続ける魅力があると回答する町民の割合(％) 

＊町民アンケート調査【継続】 

◆町ＳＮＳのフォロワー数(カウント)【新規】 

◆御嵩町は町外の人にとって「住んでみたい」「来訪したい」というイメージがあ

ると回答する町民の割合(％)＊町民アンケート調査【継続】 

〇現状と課題 
 

・ＳＮＳ等を活用した積極的なプロモーションの展開 

・亜炭鉱廃坑跡に起因する陥没の発生などの本町に対するマイナスイメージの払拭 

・「みたけのインフルエンサー」を生む施策の展開  等 
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４ 多くの人が行き交うまち 
 

方向性４-３ 魅力的な産業創造に挑戦する 

・地産地消の推進、環境にやさしい農業、スマート農業などの展開 

・計画的な森林施業の推進と町全域の森林への波及 

・町の魅力化･個性化につながる商業の育成 

・工場の立地や拡張しやすい環境の整備と新技術の導入支援 

・創業支援の取組強化と多様な雇用機会の創出 

 

【前期からの変更点】 

 新技術導入の支援に関して既存の項目に追記します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

魅力的な産業

創造に挑戦す

る 

 4-3-1 将来につなげる農林業の推進  ・御嵩町農業振興地域整備計

画 

・御嵩町森林整備計画 

・御嵩町都市計画マスタープ

ラン 

・東濃クロスエリア特定業務

施設整備事業計画 

・御嵩町創業支援事業計画 

 
 

4-3-2 魅力的な商業・サービス業の育成  

 
 

4-3-3 工業用地の整備と企業誘致  

 

4-3-4 起業支援と雇用機会の創出 

 

〇成果指標 

◆新規就農者支援事業を通じた農業定着者数(人)【継続】 

◆森林経営計画樹立面積(ha)【新規】 

◆工業団地における町内居住従業員率(％)【継続】 

＊商品販売額、製造品出荷額に変わる成果指標を検討中 

〇現状と課題 

・ロボット技術やＩＣＴなどを活用した農林業と参入しやすい環境づくり 

・空き家や古民家等の利活用による地域の賑わいの創出 

・起業家の育成・支援の展開   等 
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５ 暮らしてみたくなるまち 
 

方向性５-１ 暮らしの安全・安心を支える 

・「南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災対策事業」の継続と調査研究 

・山地崩壊･土砂流出の予防調査と治山･砂防工事の推進 

・水害防止のための河川改修などの計画的な推進 

・農業用ため池の安全確保【新規】 

・消防団を中心とした地域防災力の強化と救命救急の充実 

 

【前期からの変更点】 

 農業用ため池について、保全（方向性 1-1）から安全確保に向けた取組に変更しま

す。また、医療体制について、方向性 5-2 へ移動します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

暮らしの安全‣

安心を支える 

 5-1-1 亜炭鉱廃坑対策の推進  ・第 14 次木曽川地域森林計画 

・御嵩町地域防災計画 
 

 
5-1-2 治山治水対策  

 
 

5-1-3 消防・救急体制の充実  

 

〇成果指標 

◆亜炭鉱廃坑対策に対する満足率(％)＊町民アンケート調査【継続】 

◆治山事業実施箇所数(累計)(箇所)【累計表記に変更】 

◆防災体制に対する満足率 (％) ＊町民アンケート調査【「防災・医療体制」から変更】 

〇現状と課題 

・「南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災対策事業」の継続的な実施 

・治山・治水事業の継続的な実施 

・農業用ため池の崩壊による災害対策   等 
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５ 暮らしてみたくなるまち 
 

方向性５-２ 暮らしの安全性を向上させる 

・総合的に強靱な御嵩町の実現【新規】 

・災害対策を主な目的とした新庁舎及び関連施設建設の推進【新規】 

・感染症対策を念頭に置いた迅速で適切な医療サービスの提供 

・感染症に対する危機管理体制の構築【新規】 

・「新しい生活様式」に基づく日常生活の過ごし方や働き方の確立【新規】 

 

【前期からの変更点】 

 国土強靭化、新庁舎、感染症対策について新規項目として追加するとともに、医療

体制についての項目を、方向性 5-1 から移動します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

暮らしの安全

性を向上させ

る 

 5-2-1 国土強靭化の推進  ・御嵩町国土強靭化地域計画 

・御嵩町新庁舎建設基本計画 

・御嵩町新型インフルエンザ等対

策行動計画 

 

 
 

5-2-2 新庁舎建設の推進  

 
 

5-2-3 信頼できる医療体制の確立  

 

5-2-4 感染症に対する危機管理 

 

〇成果指標 

◆医療体制に対する満足率(％)＊町民アンケート調査【「防災・医療体制」から変更】 

※国土強靭化計画に基づく成果指標を検討中 

〇現状と課題 

・現庁舎の耐震性やユニバーサルデザインや情報セキュリティ対策など 

・新型コロナウイルス感染症対応 

・分散勤務などの新しい生活様式の推奨   等 
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３ みんなが支えあうまち 
 

方向性５-３ まちの個性と地域文化の創造 

・ “みどりの景観”守り育てることと住民団体の活動支援 

・歴史文化・伝統の継承と町民が歴史を学ぶことのできる機会の提供 

・｢みたけらしさ｣が感じられる地域文化の創造 

 

【前期からの変更点】 

 引き続き、継続的に実施します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

まちの個性と

地域文化の創

造 

 5-3-1 景観の保全  ・御嵩町都市計画マスタープラン 

・御嵩町観光基本計画 

・中山道保存活用計画 

・21 世紀御嵩町教育・夢プラン 

 
 

5-3-2 歴史文化の保全と継承  

 
 

5-3-3 地域文化の創造  

 

〇成果指標 

◆景観づくりに対する満足率(％)＊町民アンケート調査【継続】 

◆歴史文化に関する講座参加者数(人)【継続】 

◆地域文化に関わる企画展・特別展入場者数(累計)(人) 【累計表記に変更】 

〇現状と課題 

・「御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例」に基づく適正管理 

・「可児才蔵」のプロモーションと後世への継承 

・中山道沿線の保存と活用の展開 
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５ 暮らしてみたくなるまち 
 

方向性５-４ まちの特性にあわせた都市基盤を整備する 

・名鉄広見線の利用促進と町民のニーズにあわせた交通網の形成 

・構造物の適正管理、長寿命化と幹線道路の改良・整備の促進 

・配水管の耐震化などによる安全な水の安定的な供給 

・環境美化活動の推進 

・空き家･空き地の適正管理とこれらを活用した地域振興 

・南山公園をはじめとした身近な公園や緑地環境の整備と憩いの場づくり 

 

【前期からの変更点】 

 引き続き、継続的に実施します。 

≪ＳＤＧｓの推進≫ 

 

《基本施策》  《単位施策》  《主要関連計画》 

まちの特性に

あわせた都市

基盤を整備す

る 

 5-4-1 公共交通の利用促進と体系の見直し  ・御嵩町地域公共交通網形成計画 

・御嵩町都市計画マスタープラン 

・御嵩町橋梁長寿命化修繕計画 

・御嵩町水道事業経営戦略 

・水道事業施設更新基本計画 

・御嵩町公共下水道事業計画 

・御嵩町一般廃棄物処理基本計画 

・御嵩町生活排水対策推進計画 

・御嵩町公共施設等総合管理計画 

 

 
 

5-4-2 道路の整備と維持管理  

 
 

5-4-3 上下水道の整備と維持管理  

 

5-4-4 地域環境の美化促進 
 

5-4-5 都市公園等の維持管理 

〇成果指標 

◆御嵩町自主運行バスの利用者数(人)【継続】 

◆生活道路整備に対する満足率(％)＊町民アンケート調査【継続】 

◆基幹上水道管路の耐震化率(％)【継続】 

◆公園・緑地に対する満足率(％)＊町民アンケート調査【継続】 

〇現状と課題 

・感染症対策に配慮しながらの公共交通の利用促進 

・水道設備や道路など着実な補修・更新の推進   等 


