
1 岡崎幼稚園園舎耐震補強事業 教育委員会事務局 教育総務課

2 新居幼稚園こども園化改修事業 教育委員会事務局 教育総務課

3 民間保育園等施設整備費補助金 教育委員会事務局 幼児教育課

4 幼稚園一時預かり事業 教育委員会事務局 幼児教育課

5 多様な保育事業 教育委員会事務局 幼児教育課

6 保育対策事業 教育委員会事務局 幼児教育課

7 家庭教育サポート事業 教育委員会事務局 社会教育課

8 語らい読書推進事業 教育委員会事務局 学校教育課

9 不登校児童生徒適応教室事業 教育委員会事務局 学校教育課

10 生きた英語教育推進事業 教育委員会事務局 学校教育課

11 外国人児童生徒適応指導教室事業 教育委員会事務局 学校教育課

12 ポルトガル語通訳派遣事業 教育委員会事務局 学校教育課

13 小中学校指定「特色ある学校づくり」推進事業 教育委員会事務局 学校教育課

14 新居中学校外壁塗装改修事業 教育委員会事務局 教育総務課

15 小学校施設整備事業 教育委員会事務局 教育総務課

16 幼児ことばの教室 教育委員会事務局 幼児教育課

17 特別支援教育推進事業（幼稚園） 教育委員会事務局 幼児教育課

18 特別支援教育推進事業（小中学校） 教育委員会事務局 学校教育課

19 おちばの里親水公園管理事業 教育委員会事務局 社会教育課

20 放課後子ども教室推進事業 教育委員会事務局 社会教育課

21 青少年教育の推進事業 教育委員会事務局 社会教育課

22 青少年健全育成事業 教育委員会事務局 社会教育課

23 青少年育成センター活動事業 教育委員会事務局 社会教育課

24 多文化共生事業 市民安全部 市民課

25 生涯学習の推進 教育委員会事務局 社会教育課

26 高齢者教育の推進事業 教育委員会事務局 社会教育課

27 西部地域センター管理運営事業 教育委員会事務局 社会教育課

28 北部地区多目的研修施設管理運営事業 教育委員会事務局 社会教育課

29 南部地区構造改善センター管理運営事業 教育委員会事務局 社会教育課

30 図書館運営事業（中央図書館） 教育委員会事務局 図書館

31 図書館施設維持管理事業（中央図書館） 教育委員会事務局 図書館

32 社会体育施設維持管理事業 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

33 社会体育振興事業 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

34 スポーツ活動推進及び大会運営事業 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

35 自治会活動費 市民安全部 市民課

36 男女共同参画推進事業 市民安全部 市民課

37 成人式開催事業 教育委員会事務局 社会教育課

事業名めざすまちの姿

１　ひとが育つまち

部 課
実施計画
番号

①豊かな人間性の基礎を築く

②生きる力を育む

③子どもの可能性を伸ばす

④子どもを健やかに育てる

⑤多文化共生を推進する

⑥学習・スポーツ活動の環境を充実する

⑦まちづくりはひとづくり
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事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

38 健康づくり推進事業 健康福祉部 健康増進課

39 妊産婦乳児健康診査事業 健康福祉部 子育て支援課

40 生活習慣病健診事業 健康福祉部 健康増進課

41 湖西市国民健康保険特定健康診査等事業 市民安全部 保険年金課

42 地域医療対策事業 健康福祉部 健康増進課

43 オーダリングシステムの運用 市立湖西病院 管理課

44 市営住宅建設事業 都市整備部 建築住宅課

45 ふれあい交流館管理運営費 健康福祉部 子育て支援課

46 子育て支援センター維持管理事業 健康福祉部 子育て支援課

47 ファミリー・サポート・センター運営事業 健康福祉部 子育て支援課

48 放課後児童健全育成事業 健康福祉部 子育て支援課

49 「0123」にこにこ子育て支援事業 健康福祉部 子育て支援課

50 のびのび預かり事業 健康福祉部 子育て支援課

51 児童手当支給事業費 健康福祉部 子育て支援課

52 こども医療費助成事業 健康福祉部 子育て支援課

53 児童扶養手当給付事業 健康福祉部 子育て支援課

54 村田光雄奨学金支給事業 健康福祉部 子育て支援課

55 重度障害者（児）医療費助成事業 健康福祉部 地域福祉課

56 心身障害者福祉費 健康福祉部 地域福祉課

57 意思疎通支援事業費 健康福祉部 地域福祉課

58 介護・訓練等給付費 健康福祉部 地域福祉課

59 地域生活支援関係経費 健康福祉部 地域福祉課

60 敬老会開催費 健康福祉部 長寿介護課

61 老人クラブ活動等推進費 健康福祉部 長寿介護課

62 湖西市はつらつセンター管理運営事業 健康福祉部 長寿介護課

63 在宅福祉サービス事業 健康福祉部 長寿介護課

64 老人福祉センター費 健康福祉部 長寿介護課

65 介護施設等整備事業 健康福祉部 長寿介護課

66 一般介護予防事業 健康福祉部 長寿介護課

⑥だれもが互いに尊重する

⑦いつまでも生き生きと暮らす

２　ふれあいあふれる、はつらつとしたまち

④地域福祉はみんなで支える

⑤母と子を大切にする

①健康づくりに取り組む

②疾病の予防と早期発見に努める

③地域医療の連携を強化する
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事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

67 急傾斜地崩壊対策事業 都市整備部 土木建設課

68 水道管路耐震化事業 環境部 水道課

69 「ＴＯＵＫＡＩ－0」総合支援事業 都市整備部 建築住宅課

70 防災推進事業 市民安全部 危機管理課

71 自主防災振興事業 市民安全部 危機管理課

72 地震対策事業 市民安全部 危機管理課

73 無線設備事業 市民安全部 危機管理課

74 防犯まちづくり事業 市民安全部 危機管理課

75 交通安全推進事業 市民安全部 危機管理課

76 交通安全組織整備事業 市民安全部 危機管理課

77 消防施設等維持事業 消防本部 消防総務課

78 消防団拠点施設整備事業 消防本部 消防総務課

79 通信指令装置・消防救急無線整備事業 消防本部 警防課

80 救急指導者育成事業 消防本部 警防課

81 消防車両整備事業 消防本部 警防課

82 公用車維持管理費 消防本部 消防署

83 火災予防啓発事業費 消防本部 予防課

84 消費者行政推進事業 産業部 観光交流課

④消防・救急体制を整える

⑤消費生活の安定と向上を図る

３　安全で安心して暮らせるまち

①自然災害に備える

②犯罪を未然に防ぐ

③交通死亡事故ゼロをめざす

11 



事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

85 さわやか計画推進事業 環境部 環境課

86 廃棄物処分場管理運営事業 環境部 廃棄物対策課

87 廃棄物対策事業 環境部 廃棄物対策課

88 ごみ処理施設管理運営事業 環境部 廃棄物対策課

89 環境にやさしいエネルギー普及事業 環境部 環境課

90 合併処理浄化槽補助事業 環境部 廃棄物対策課

91 公共下水道整備事業 環境部 下水道課

92 公共下水道整備事業（長寿命化等） 環境部 下水道課

４　自然と環境に配慮したきれいなまち

①環境に対する意識を高める

②資源循環型社会を構築する

③環境にやさしいエネルギーを活用する

④自然環境を保全する
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事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

93 駅前自転車等駐車場管理運営事業 産業部 産業振興課

94 組合土地区画整理事業事務費 都市整備部 都市計画課

95 火葬場管理運営事業 環境部 環境課

96 新居斎場管理運営事業 環境部 環境課

97 斎場整備事業 環境部 環境課

98 し尿処理事業費 環境部 廃棄物対策課

99 し尿処理費 環境部 廃棄物対策課

100 環境保全調査指導事業 環境部 環境課

101 道路維持補修事業 都市整備部 土木管理課

102 舗装補修事業 都市整備部 土木管理課

103 上ノ原藤ヶ池線（跨線橋）道路改良事業 都市整備部 土木建設課

104 横須賀橋郷北線（鷲津踏切）道路改良事業 都市整備部 土木建設課

105 国道301号関連道路整備事業 都市整備部 土木建設課

106 新所原笠子線道路改良事業 都市整備部 土木建設課

107 鷲津駅谷上線整備事業 都市整備部 土木建設課

108 （都）大倉戸茶屋松線整備事業 都市整備部 土木建設課

109 天竜浜名湖鉄道対策事業 産業部 産業振興課

110 バス事業 産業部 産業振興課

111 地域公共交通対策事業 産業部 産業振興課

５　調和のとれた便利なまち

①市街地をより住みやすく

③快適な住環境をつくる

④生活の要は道路

⑤利用しやすい公共交通
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事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

112 中小企業事業資金融資事業 産業部 産業振興課

113 小規模事業経営改善支援事業 産業部 産業振興課

114 企業立地促進事業 産業部 産業振興課

115 農業振興推進事業 産業部 産業振興課

116 農業経営基盤強化促進対策事業 産業部 産業振興課

117 畜産振興対策事業 産業部 産業振興課

118 土地改良整備事業 産業部 産業振興課

119 商工業振興事業 産業部 産業振興課

120 水産業振興事業 産業部 産業振興課

121 雇用開発事業 産業部 産業振興課

122 勤労者定着促進事業 産業部 産業振興課

123 技術・技能開発事業 産業部 産業振興課

124 観光振興事業 産業部 観光交流課

125 湖西まつり推進事業 産業部 観光交流課

126 道の駅潮見坂管理運営事業 産業部 観光交流課

127 わんぱくランド管理運営事業 産業部 観光交流課

６　産業の発展や交流による活力あふれるまち

①工業を盛んに

②食を守る農業

③みんなで支える商業

④資源を生かした漁業

⑤勤労意欲に応える

⑥人が集うまち
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事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

128 文化財保護保存 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

129 新居関跡保存整備事業 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

130 芸術文化振興 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

131 新居関所周辺まちづくり事業 都市整備部 都市計画課

132 新居関所管理運営費 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

133 白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 教育委員会事務局 スポーツ・文化課

７　歴史・伝統・文化を生かし次世代に継承するまち

①歴史の保存と継承

②文化・芸術の振興

③生活の中で歴史に触れる
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事業名めざすまちの姿 部 課
実施計画
番号

134 議会運営費 議会事務局 議会事務局

135 移住定住促進事業 企画部 企画政策課

136 庁舎維持管理費 企画部 資産経営課

137 財産管理費 企画部 資産経営課

138 公共施設マネジメント推進事業 企画部 資産経営課

139 協働のまちづくり推進事業 市民安全部 市民課

140 まちづくり施設管理費 市民安全部 市民課

141 新居地域センター管理運営費 新居支所 新居支所

総合計画の推進に向けて
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