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建設部長
（部長、参事の連名）

建設総務課　土木課　都市計画課　都市整備課

教育委員会事務局長
教育総務課　学校教育課　生涯学習課　文化課　スポーツ推進課
関商工高等学校

水道部長 水道課　下水道課

会計管理者 会計課

議会事務局長 議会事務局

福祉部長 福祉政策課　高齢福祉課　子ども家庭課

市民環境部長 市民課　国保年金課　保健センター　生活環境課

経済部長 商工課　観光交流課　農務課　林業振興課

市長公室長 秘書広報課　職員課　危機管理課

企画部長
企画政策課　市民協働課
洞戸事務所　板取事務所　武芸川事務所　武儀事務所　上之保事務所

総務部長 総務管財課　財政課　契約検査課　税務課

　　（３）　重点的に取り組むこと及びその実績を、市民のみなさんに分かりやすく説明することで、行政の
　　　　　透明性を確保します。

２　部局の構成

部　局 所　属　課
ページ

29年度実績

部局長実行宣言

１　目　的
　　市長の市政方針に従って業務を推進する各部局において、その運営責任者である各部局長が、ど
　のような重点目標を持ち、どのような具体的な取組を展開するかを、「部局長実行宣言」として市民のみ
なさ
　んに明らかにします。
　　また、この「部局長実行宣言」により次の３点の実現を図ります。

　　（１）　各部局長が自らの執行責任を明確化することで、各部局の業務に対するマネジメント機能を
　　　　　向上させます。

　　（２）　各部局の目標や重点課題に対する取組を、職員間で共有し、組織力を最大限に発揮させま
　　　　　す。また、業務の実施に計画性とスピード感を持ち、確実に実行させます。



３　関市自治基本条例に基づく「部局長実行宣言」

　　・本市は、市民との協働や住民自治の実現を図るために、「関市自治基本条例」を制定しました。
　　　（平成２６年１２月２５日施行）

　　・「関市自治基本条例」は、まちづくりの基本原則、市民の権利、行政の役割や責務等を明確にし、
　　「協働のまちづくり」を推進するための最も大切な理念を定める条例です。

　　・部局長実行宣言は、「関市自治基本条例」の理念に基づき、各部局長の重点目標を市民に
　　わかりやすく説明することで、行政の透明性を確保するものです。

　　　　　～「関市自治基本条例」の抜粋～

　

（まちづくりの基本原則）

自治基本条例では、みんな(市民、議会、行政)が協働してまちづくりを進めるうえでの基本と
する６つの原則を条例に定めています。
① 市民が主役のまちづくり
② 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり

③ 市民が参画するまちづくり
④ 市民、議会及び行政が協働するまちづくり

⑤ 情報を提供し共有するまちづくり
⑥ 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり

(前文抜粋)

子どもからお年寄りまで全ての市民は、まちづくりに大切な存在です。わたしたちは、市民一
人ひとりの考えが大切にされ、市民が主役であることが実感できるまちを市民、議会、及び行
政が協働してつくっていきます。
わたしたちは、地方自治の本旨にのっとり、関市のまちづくりの原則や仕組みなどを明らかに

し、全ての市民が心豊かに幸せを感じることができるまちの実現のためにこの条例を定めます。

(情報の共有)

行政は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を提供し、共有します。

(説明責任)

行政は、市政運営に関する情報を分かりやすく説明します。



山下清司　市長公室長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

5

（宣言） 消防団員の確保と、活動支援を進めます。

4
（宣言） 防災力の点検、再構築を進め、地域の防災力も高めます。

（実績）

　地域防災計画、ＢＣＰの見直しと、タイムラインの策定を行い、地域における防災士との
連携を手掛けることで防災力の向上を図りました。

　消防団員の活動環境を改善すると共に、団員の確保のために、学生消防団員への就職
支援制度を創設しました。
　また、消防団が手薄となる昼間の有事に備え、洞戸地域での災害支援団員の拡大を検
討しました。

（実績）

2
（宣言） 多様な手法で情報発信に努めるとともに、市民の皆さんの声を市政に生かします。

3
（宣言） ワークライフバランスを推進し、メリハリのある働き方を進めます。
（実績）

　魅力的な広報紙づくりと、ホームページの音声読み上げサービスの導入、英語翻訳精度
を高め、市民の皆さんが情報を受け取りやすく、また、意見を頂きやすい環境づくりに努め
ました。

　職員の休暇促進プログラムを推進し、年次休暇の取得日数を高めました。

　「立つ鳥、跡をにごさず！」
　やるべきことはやり切って、締め括れるように努めます。

（実績）

（実績）

スローガン

平成29年度

（やました きよし　しちょうこうしつちょう）

秘書広報課　職員課
危機管理課

　過去に例のない規模の組織再編と、大勢
の退職者による人員不足を経験する中で、
各部署が責任と覚悟を持って業務に取り組
む反面、セクト意識が強く、全体の最適化を
図ることが難しいと感じた。
　新たな行政課題に対応するため、全庁的
な連携と、柔軟な組織再編、人員配置が必
要になるのでは･･･
　関市民のしあわせを実現するための市役
所として頑張ってください。

重点的に進めたこと

1
（宣言） 「せき行財政改革アクションプラン」の確実な推進と、実効性ある新たなプランを策定します。

　29年度までの3年間、集中して取り組んだ結果、累積効果額は22億1,984万円となり、目
標効果額８億円を大きく上回る成果をあげました。

1



桜田公明　企画部長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

　

・

・

・

・

・

・

・

本年４月からの市内の高校への直行バスの導入や、武儀と上之保地域の地域内バス
の統合を進め、市民の皆さんにとって利便性の高い公共交通網の形成に努めました。

「LGBT」と「男女共同参画」意識の向上を目指します！

（宣言）

総額約１４億円の寄附実績（対前年度比 3.2倍）を達成しました。

印鑑証明の性別欄廃止をはじめ、LGBT啓発冊子の市内全中学・高校生への配布や
LGBT支援セミナーを開催しました。
働く女性が活躍できる関市をめざし、女性活躍推進計画を策定しました。

　「ふるさと納税」総額６億円を目指します！
5

（宣言）

（実績）

4

（宣言）

（実績）

スローガン

「市民との協働」　と　「地方創生」　で
元気な関市を実現！

重点的に進めたこと

1
（実績） 地域委員会活動を女性・若者・子育て事業へシフトするために制度の見直しをしまし

た。また、地域の先進的な取組について意見交換する地域委員会交流会を開催し活動
の活性化を図りました。
空家バンクや子育て世代定住促進奨励金による移住促進のほか、映画館での移住PR
広告などのプロモーション活動を行いました。

（宣言） 　「地域委員会」と「移住促進」で地域活力を推進します！

3
（宣言）

（実績）

2
　市民と協働で「第５次総合計画」を策定します！

ワークショップや懇談会などVOICEプロジェクトの実施により、多くの市民の皆さんのご
意見をお伺いしながら、人口減少対策を念頭においた第５次総合計画を策定しました。

　市民満足度の高い「公共交通」に取り組みます！

（実績）

平成29年度

（さくらだ きみあき　きかくぶちょう）

企画政策課　市民協働課
洞戸事務所　板取事務所　武芸川事務所
武儀事務所　上之保事務所

◆総合計画の策定をはじめ、地域おこし協
力隊の洞戸・武儀地域への採用やふるさと
納税の寄付の増額への対応など、企画部
職員の協力のもと達成できたと思います。
◆市民の意見を伺う「VOICEプロジェクト」や
市民が参加する「VOICEフェス」など市民の
皆さんとの協働にも努めました。

2



下村 等　総務部長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

2
（宣言） 滞納処分、司法の活用を進め、債権回収を強化します。
（実績） 債権回収の取り組みが不十分な部署に対して、滞納処分、司法の活用等の積極的な

導入を指導するとともに、関市債権管理条例に基づいた債権整理を推進しました。

補助金支出の根拠を明確にし、交付額の適正化を進めます
（実績） 補助金見直し作業部会を設置し、補助事業の内容を把握するための補助金概要調書

を取りまとめました。この補助金概要調書は当初予算編成に活用しました。

平成29年度

（しもむら ひとし　そうむぶちょう）

総務管財課 財政課 契約検査課 税務課
監査委員事務局 選挙管理委員会事務局
固定資産評価審査委員会事務局
公平委員会事務局

・総務部は、組織の内部管理に関する業務
と税収の確保に関する業務が中心で、地味
で目立たない部署ですが、在籍する職員
が、地道にコツコツと頑張ってくれていること
に感謝しています。
・引き続き、職員との対話を大切にし、議論
を重ねることにより、適切かつ活発な業務
の遂行に努めます。

スローガン

　　　現状に満足することなく、
　　　　　　１歩でも半歩でも、とにかく前へ進む

重点的に進めたこと

1
（宣言）

3
（宣言） 公平で適正な賦課・徴収を徹底し、市税収入を確保します。
（実績） 固定資産の課税客体の把握に努めたほか、市民税（個人、法人）及び償却資産の未申

告者への調査及び課税を徹底し、市税収入を確保しました。

（実績） 富岡ふれあいセンターの本体建設工事及び駐車場整備工事に着工したほか、公民セ
ンターの移管に向けた耐震補強・改修工事を実施しました。

5
（宣言） 公平で公正な入札・契約制度を維持します。
（実績） 入札事務の透明性を維持するとともに、事後審査型一般競争入札及び特別簡易型総

合評価落札方式による一般競争入札を計画的に実施しました。

4
（宣言） 住民活動を支援する”ふれあいセンター”を整備します。

3



浅野典之　福祉部長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

・

・

5
（宣言） 介護予防・日常生活総合事業を推進し、地域包括ケアシステムの体制を整備します。
（実績） 地域での支え合いの体制づくりを支援するとともに、ロコトレ講座の自主グループ化の

推進、介護予防実践リーダー養成講座の開催、認知症高齢者の見守りネットワーク会
議等を通じ、地域包括ケアシステムの体制づくりを整備しました。

4
（宣言）

生活困窮者の相談事業を充実させ、就労・自立に向けた支援を行います。（新たに家計相
談事業実施）

（実績） 生活に困窮のある人の自立を促すための相談事業を従来の「自立支援相談・住宅確
保給付金事業」に加え、新たに「家計相談事業」を開始しました。

ひとり親家庭の子どもの居場所づくりと生活向上を図るため、「子ども食堂」を実施する
２団体の活動支援を行いました。また、「学習支援事業」を１団体に委託しました。

3
（宣言） 障がい者を市役所内で就労支援します。（障がい者ジョブアシスト「わくわく」事業)
（実績） 就労に不安のある障がいのある方が、市役所内での就労経験を積み民間企業への就

職につなげる「障がい者ジョブアシスト『わくわく』」をスタートさせました。（3名利用中）

2
（宣言）

地域力を活かし、子どもの居場所づくりを支援します。
（ひとり親家庭の子ども対象に、こども食堂補助、学習支援委託）

（実績）

「他人事」から「我が事」へ
人・資源・世代・分野を超えて「関・丸ごと」つながる共生社会

重点的に進めたこと

1

（宣言） 多様な子育てニーズに対応します。（子育てコンシェルジュの設置、森のようちえんの開設）

（実績） 子育てコンシェルジュを配置し、子育て支援サービスの課題整理を行い、地域の子育て
支援拠点の拡大を図りました。
むげがわ保育園をモデルに里山保育を月に1回「森の日」として実施しました。未就園
児の「おさんぽ会」も月２回実施しました。

スローガン

平成29年度

（あさの のりゆき　ふくしぶちょう）

福祉政策課　高齢福祉課
子ども家庭課

　福祉部３課がそれぞれ多くの課題に対し
て前向きにチャレンジしてくれ大きな成果も
あがりました。５次総スタートに向け「福祉総
合相談室」「福祉の窓口」「生涯現役促進プ
ロジェクト」「子育て支援制度」の制度設計に
追われましたが、準備も整い４月からは「健
康福祉部」としてスタートします。福祉部４課
の「よこ串」をより強固にし、「関・丸ごと」つ
ながる共生社会の実現を目指します。

4



大桑哲生　市民環境部長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

・

・
・

・

・
・

・

4
（宣言）

5
（宣言） 親切、丁寧、迅速な窓口サービスを提供します。
（実績） 窓口や電話対応において親切、丁寧、迅速な対応に努めました。

（実績）

快適な生活環境を向上させるため、ごみの減量化と合葬式墓地の整備を進めます。
（実績） 有料化前の平成27年度に比較し、可燃ごみで３.３％、不燃ごみで１７.３％の減量をしました。

合葬式墓地を11月に完成させ、12月から利用者の募集を始めました。

・・・健康で快適なくらし・・・
市民が健康で快適な生活が送れるようサポートします

平成30年度の完成をめざし、整備工事のための実施設計を行いました。

2
（宣言） 「しあわせヘルスプロジェクト」を推進し、健康づくりに取り組む人を増やします。
（実績） ミリオンウォーキング事業の登録者、参加企業を増やすため、普及、啓発を行いました。

健康づくり事業の参加者を増やすため、ヘルスマイレージ事業の推進に努めました。

重点的に進めたこと

1

（宣言） 国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため、適正な税率改正を行います。
（実績） 平成30年度からの国保制度改革にあわせ、次のように税率改正を行いました。

　①賦課方式を見直し、資産割を廃止しました。
　②被保険者の負担軽減に配慮し、基礎課税分の均等割、平等割額を引下げました。

3
（宣言） 健康づくりのシンボルとして「安桜山展望台」の整備を進めます。

スローガン

平成29年度

（おおくわ てつお　しみんかんきょうぶちょう）

市民課　国保年金課
保健センター　生活環境課

　いまさらながらですが、お客様との窓口対応
の多い部署だということを再認識しました。
　これからも、窓口を快く利用いただけるよう、さ
らなる接遇改善や職員の資質向上に努めま
す。

5



所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

5
（宣言） 刃物ミュージアム回廊整備事業を推進します。
（実績） 　設計業務契約予定者を決定・契約、関係団体等に事業概要説明、市民説明会の実

施、事業予定地の構築物（舗装を含む）の撤去を行いました。

（実績） 　有害鳥獣駆除期間中に、イノシシ２１５頭、ニホンザル１１３頭、ニホンジカ３４７頭を捕
獲しました。

3
（宣言） どぶろくづくりの研究を初め、６次産業事業を推進します！
（実績） 　「どぶろく特区」の申請手続きを進めましたが、資料作成に時間を要したため申請が

できませんでした。引き続き、特区の申請作業を進めます。

4
（宣言） 有害鳥獣駆除対策を強化し、被害防止に取り組みます！

平成29年度

永田千春　経済部長
（ながた　ちはる　けいざいぶちょう）

商工課　　観光交流課
農務課　　林業振興課

　第50回という節目の年に市最大のイベントで
ある刃物まつりを担当部長として盛大に開催で
きたことは大変光栄なことであり、関係者の皆さ
んに心より感謝を申し上げたい。もっともっと皆
さんに喜ばれるイベントに成長していくことを期
待します。
　次年度以降、刃物まつりをはじめ経済部所管
事業により、市民の皆さんにお金が回り、関市
が元気になるよう事業展開をしていかなければ
と改めて感じました。

2
（宣言） 第50回刃物まつりを盛大に開催します！
（実績） 刃物まつりの本番に向けて刃物にちなんだイベントやPR動画の作成など多くの記念事

業により、50回目の刃物まつりを盛大に開催し、多くの方にご来場いただきました。

スローガン

「第５０回刃物まつり」と「地域経済循環」で刃物のまちを元気に！

重点的に進めたこと

1
（宣言） 地域内経済循環プロジェクトを展開し、地域を応援します！
（実績） 　「せきの未来・社会貢献プロジェクト」と「関市しあわせ循環ポイント」の新規事業によ

り、市内の消費拡大と循環促進を図りました。
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坂井英一　建設部長 戸田健吾　建設部参事
（さかいひでかず　けんせつぶちょう）

１年を通じて感じたこと（所感）

１年を通じて感じたこと（所感）

・

・

・
・
・

・

・
・

・
・
・

5
（宣言） 空家等対策計画を策定し、 空家対策  を行います。
（実績） 関市空家等対策計画を策定しました。

特定空家４件を認定し、指導を行いました。
特定空家等候補１０件の調査を行いました。

2

（実績） 県と調整し、長良川等の河川事業、武儀大洞等の砂防事業を進めました。
関川や５つの普通河川の整備事業、上之保小樽等の砂防事業を進めました。

（宣言） 長寿命化対策  を推進し、適切なインフラ管理を行います。
（実績） 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、道路橋４橋を補修しました。

舗装修繕計画を策定し、市道５４路線の舗装を補修しました。
市営住宅長寿命化計画に基づき、北天神、岩下住宅を補修しました。

4
（宣言） 河川・砂防事業  を推進し、生活の安全性を向上させます。

3
（宣言） 土地区画整理事業  を推進し、快適な市街地整備を進めます。
（実績） 笠屋、平賀第一、平賀第二土地区画整理事業を推進しました。

　　　 　  目指せ！ 　住みよい関市　 づくり
　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　～ インフラの整備・維持管理に取り組みます ～

重点的に進めたこと

1
（宣言） 幹線道路整備  を推進し、交通利便性を向上させます。
（実績） 国、県と調整し、東海環状自動車道西回りルート、国道１５６号岐阜東バイパス、国道２４８号４

車線化事業などを進めました。
幹線市道の整備を進め、東本郷鋳物師屋線は（主）関金山線以南を供用開始しました。

平成29年度

スローガン

（とだけんご　　けんせつぶさんじ）

所管課

建設総務課
土木課
都市計画課
都市整備課

道路施設などの
適正な維持管理
が必要です。一方
で、将来の関市を
目指した計画的な
新設事業も必要
です。このため、
『選択と集中』『重
点化』による事業
実施が必要となっ
ています。

市民の方から数
多くのインフラに
関する要望をい
ただき、緊急性が
高い案件や危険
な案件を優先的
に実施しておりま
す。
要望事項を一つ
一つ確認し、対応
しておりますの
で、ご理解のほ
ど、よろしくお願
いいたします。
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岩佐隆司　水道部長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

・

・

・
・

・
・
・

老朽した水道管（6.1㎞）を地震に強い耐震管に更新しました。
平成30年度完成を目指して関市浄化センターの焼却施設の長寿命化を進めていま
す。

3

（宣言） 見える運営 　上下水道の仕組みで業務を見える化します

（実績） 市民の皆さんと上下水道施設の見学会をおこないました。
市内の小中学生を対象に、水道の仕事体験会をおこないました。
上下水道のガイドブック、パンフレットを作成しました。

2
（宣言） 見える事業 　老朽管対策、長寿命化事業で事業を見える化します

（実績）

見える上下水道事業

重点的に進めたこと

1
（宣言） 見える財政 　水道事業の経営戦略、下水道事業の企業会計で財政を見える化します

（実績） 水道事業の今後10年間の経営戦略を策定しました。市民の皆さんに公表していきま
す。
平成32年度より下水道事業を企業会計で運営できるよう準備をしています。

スローガン

平成29年度

（いわさ たかし　すいどうぶちょう）

水道課　下水道課

　水道部としては大きな変革の年となりまし
た。未来志向で事業を進めて欲しいと思い
ます。

　生活の基盤である上下水道事業を市民の
皆さんに見ていただき興味を持っていただ
き理解していただくよう事業を進めなければ
なりません。
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二俣幸二　会計管理者

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

5
（宣言） 経理担当者及び職場長の会計実務能力を向上させます。
（実績）

経理初任者及び管理職（職場長）の研修を行い、会計事務能力を向上させました。

（実績）
関市債券運用指針に基づき、運用しています。

予算担当課において二重のチェック（請求書の債権者と金額）の徹底を行うとともに、
会計課でも厳重に照合し、支払のミスを防ぐことができました。

3
（宣言） 適正な基金運用に努めます。
（実績） 基金運用は、定期預金では、有利な運用が見込めないため、総額約230億円のうち約

８割を債券で運用しました。

2

4
（宣言） 基金等の運用は、安全性の確保を第一に運用します。

（宣言） 二重の点検を行い、誤りを防止します。
（実績）

正確な予算執行と
確実かつ効率的な公金運用を行います

重点的に進めたこと

1
（宣言） 正確で速やかな支払い事務を行います。
（実績） 予算執行にあたっては、法令・条例等に違反していないか、債務が確定しているかをポ

イントに審査し、正確で速やかな支払い事務を行いました。

スローガン

平成29年度

（ふたまた こうじ　かいけいかんりしゃ）

会計課

　債券運用は、ほんの少しの度胸と決断に
よってうまく運用できたと思います。
　公金は、請求書が届いたら速やかに支出
命令書を作成することで支払い遅延するこ
とはありません。職員の皆さんには是非実
行していただきますようお願いします。
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村山寿和　議会事務局長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

・

・

・

・4
（宣言） 議会でのIT機器の多様な活用を一層推進します。
（実績） タブレット端末を活用し、議案をはじめ各種資料等の配信を行い、情報伝達の迅速化を

図ると共に、新たな活用方法の研究等を進めました。

3
（宣言） 市民に対し、速やかに議会情報を伝え、より身近な開かれた議会を目指します。
（実績） 議会日程や質問内容等を市HPに掲載しました。また、議会終了後は議会だよりを速や

かに発行すると共に会議録を市HPに掲載しました。

2
（宣言） 議会の監視機能、政策提言機能を強化します。
（実績） 特別委員会や全員協議会において、建設的で活発な審議、議論が行われるよう、事前

に執行部との調整や提出書類の確認等を行い、議会のチェック機能が果たされるよう
努めました。

スローガン

議会の活性化を促すため議員をサポートし、
適切な助言により建設的でより活発な議論がなされる議会運営を推進します

重点的に進めたこと

1
（宣言） 分権社会に即した議会運営を推進します。
（実績） 本会議及び各委員会において、議長、委員長を補佐すると共に、会派間の調整に努

め、円滑で活発な議会運営を進めました。

平成29年度

（むらやまひさかず　ぎかいじむきょくちょう）

議会事務局

・議会事務局は議会や議員を裏で支えるこ
とが主な仕事で、議会運営に当たってはミ
スが許されないことを痛感しました。また、
議会は地方自治法や議会会議規則等はも
とより、ローカルルール（先例事例）も重んじ
る必要があるため、常に確認しつつ業務に
臨みました。

10



渡辺数忠　教育委員会事務局長

所管課

１年を通じて感じたこと（所感）

・

・

・

スローガン

平成29年度

（わたなべ かずただ　きょういくいいんかいじむきょくちょう）

教育総務課　学校教育課　生涯学習課
文化課　スポーツ推進課
関商工高等学校

小学校再編、就学支援金早期支給、電子図書
館導入、ラグビー公認キャンプ地誘致、チャレン
ジデー参加、ネーミングライツ実施、日本遺産
認可申請等々、多くの新規事業にチャレンジす
る事ができました。引き続き、市民ニーズを感じ
とり、総合的な視点から、それを事業に反映さ
せるなど、前向きな取組をみんなで一緒に協力
して進める事で、いい仕事ができるのではない
かと思います。

愛　以　貫　之（あいをもって、これをつらぬく。）

人を大切に、自分を磨く！

重点的に進めたこと

1
（宣言） どうしたら人に喜んでもらえるか、を考えて決断します。
（実績） 武儀地域の小学校の再編について児童生徒や就学前の保護者の皆さんのご意見を踏まえつ

つ、総合的な視点から取り組みました。

（実績） ・部内会議等を通じて、リスク管理と緊急連絡に関する意識づけを図りました。

学校給食センター新築に向けた実施設計、弥勒寺史跡公園整備計画推進、中池陸上競技場
管理棟建替、関商工弓道場新築等々、大型事業を着実に実施しました。

3
（宣言） 新しいこと（日本遺産、公認キャンプ地 etc.）にチャレンジします。
（実績） 電子図書館導入、ラグビーW杯公認キャンプ地誘致、チャレンジデー参加、ネーミングライツ実

施、芝管理業務プロポーザル、アーティストバンク活用事業、日本遺産認可申請等多くの新し
い事業に取り組みました。

2

4
（宣言） 安全、安心を常に心がけます。

（宣言） プロジェクト（給食センター、弥勒寺 etc.）を着実に進めます。
（実績）

5
（宣言） 明るく元気にさわやかに、笑顔で “あいさつ” “返事”を徹底します。
（実績） 良い仕事をスムーズに進めるために、部内の雰囲気づくりや人づきあいのマナーを徹底するよ

う意識づけを行いました。
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