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○ はじめに 

 平成３１年関市議会第１回定例会の開会にあたり、市政運営

に対する所信の一端を述べさせていただきますとともに、平成

３１年度当初予算案の施策の概要をご説明申し上げます。 

 

昨年、本市はこれまで経験したことがない災害に直面しまし

た。平成３０年７月豪雨による津保川の大規模な氾濫は、上之

保、武儀及び富野地域を中心に甚大な被害をもたらし、特に、

家屋の浸水被害は約１，２００棟にも及びました。行政として、

災害復旧と被災者の生活再建に全力を注ぐとともに、被災され

た皆様の心のケアを含め多面的な支援を実施してまいりました。 

この間、ボランティアの皆様による被災者宅の泥かきや片づ

け、また、全国からの多くの心温まる激励の言葉や義援金など

をいただきました。こうしたきめ細かな被災者支援が復興の大

きな原動力となったことを、改めて感謝申し上げ、このことを

しっかりと心に刻み、安全・安心のまちづくりを進めてまいり

ます。 

平成３０年度は、第５次総合計画がスタートし、将来都市像

を実現するための新たな取組として「みんなの就職サポートセ

ンター」による就労支援や企業の人材確保支援、「子育て応援

券（ベビチケ）」の交付や保育園・幼稚園の保育料負担等の軽

減拡大などの子育て支援、小中学校全クラスへの電子黒板の設

置やプログラミング教育による学習環境の充実に取り組んでま

いりました。 

また、念願であった市街地中心部を南北に貫く西本郷一ツ山

線の全線開通、富岡ふれあいセンターや安桜山展望台の完成な

ど市民生活を豊かにする施策を推進してまいりました。 

さて、平成３１年度は、最重要施策とした「防災・減災対策」
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をはじめ、「人口減少対策・移住定住」、「地域経済の好循環」、

「子育て支援、高齢者の生きがいづくり」、「夢のある教育」を

重点的・戦略的に推進すべき優先度の高い５つの施策として、

市政を運営してまいります。 

１つ目の「防災・減災対策」では、昨年の豪雨災害の検証結

果を踏まえ、地域防災計画の改訂、市民ワークショップによる

防災意識の高揚、自主防災組織の育成強化、災害情報の伝達方

法の多様化など防災体制の充実をはじめ、道路・河川の防災工

事などソフト・ハードの両面から地域防災力の強化に取り組ん

でまいります。 

２つ目の「人口減少対策・移住定住」では、子どもを産み、

育てやすい環境を創るとともに関市が移住先、定住先に選ばれ

るよう関市の魅力を発信するシティプロモーションを積極的に

展開してまいります。また、空き家情報バンクリフォーム補助

や多世代同居支援など移住定住奨励策を講じるとともに、都市

計画道路・東本郷鋳物師屋線の整備や平賀地区の土地区画整理

事業などを進め良好な住環境を整備してまいります。 

３つ目の「地域経済の好循環」では、ビジネスサポートセン

ター「セキビズ」やＩｏＴ導入支援などによる企業の競争力強

化、「みんなの就職サポートセンター」による就労支援、企業

の人材確保支援や、地域限定商品券などによる市内の消費喚起

を図ってまいります。さらに観光交流拠点となる刃物ミュージ

アム回廊の整備を進め地域経済に寄与する交流人口の増加を図

ってまいります。 

４つ目の「子育て支援、高齢者の生きがいづくり」では、地

域全体で子育てを支援する仕組みや子育てに伴う経済的負担を

軽減することで、安心して子育てできる環境を整備するととも

に、高齢者が積極的に仕事、ボランティア活動、地域活動で活
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躍し、生きがいをもって暮らすことができる取組を進めてまい

ります。具体的には、子育ての相談や交流ができる「せきっこ

ひろば」の拡充や、高齢者の活躍を促す生涯現役促進プロジェ

クトなどを展開し、多様な人が活躍するダイバーシティのまち

づくりを推進してまいります。 

 ５つ目の「夢のある教育」では、科学、技術、工学、芸術、

数学を融合させ課題解決力や創造力を育むＳＴＥＡＭ教育を推

進するとともに、英語教育、郷土教育により、豊かな感性と幅

広い知識を育み、未来に夢を描き、グローバルに活躍できる子

どもたちを育ててまいります。また、学校給食センターを整備

し、安全な給食の提供や食育を充実してまいります。 

 

こうしたさまざまな施策を実施することで、まちの最大の財

産である「人」がいきいきと活躍し、そこに暮らす人の経済基

盤となる「まち」が活気にあふれ、安心して住み続けられる

「暮らし」を守ってまいります。また、働く世代のための「産

業」、子どもたちのための「学び」、過去から受け継ぐ「文化」

を振興し、さらに市民の皆様との「協働」により、まちの未来

を切り拓くため、市政運営に全力を投入してまいります。 

議員の皆様をはじめ、市民の皆様の深いご理解とお力添えを

賜りますようお願い申し上げます。 

 

○ 予算編成方針 

平成３１年度当初予算の編成に際しましては、関市第５次総

合計画で掲げる将来都市像の実現に向けて、第２期実施計画事

業を積極的に推進するとともに、住民福祉の増進を図るため、

すべての職員の知恵を結集して、予算編成に取り組んだところ

でございます。 
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○ 予算規模 

 平成３１年度当初予算の規模は、 

一 般 会 計  ３９４億９，３００万円 

特 別 会 計  ２２５億  ７４０万円 

水道事業会計  ２９億４，３００万円 

総 額  ６４９億４，３４０万円 

でございまして、予算総額は、前年度から３．１％の増加とな

り、過去最大の予算規模となっております。 

一般会計の予算額は、予算総額と同様、過去最大の予算規模

で、前年度から６．５％の増加となり、主な要因としましては、

学校給食センター整備、刃物ミュージアム回廊整備などによる

ものでございます。 

また、特別会計の予算額は、前年度から２．６％の減少で、

下水道特別会計の浄化センター汚泥焼却処理施設の完成などに

よるもの、水道事業会計の予算額は、前年度から５．９％の増

加で、洞戸通元寺の水源地整備などによるものでございます。 

 

○ 一般会計の主な歳入 

一般会計の歳入予算の約３分の１を占める市税は、前年度か

ら０．９％の増加の１２６億４５万円を計上しております。個

人市民税では、景気が緩やかに回復していることにより前年度

から０．３％の増加、固定資産税では、新築家屋の増加により

前年度から０．４％の増加を見込んでおります。 

歳入予算の約５分の１を占める地方交付税は、合併算定替に

よる増額分の段階的な縮減などにより普通交付税では、前年度

から１．４％の減少、金額にして１億円の減少の６８億円を計

上し、特別交付税では、前年度と同額の１０億５千万円を計上
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しております。 

 これらの歳入のほか、地方譲与税では、森林環境譲与税が新

設されることにより、前年度から１０.２％の増加となってお

ります。 

寄附金では、ふるさと納税により、前年度から８０％の増加

となっております。 

市債では、学校給食センター整備、刃物ミュージアム回廊整

備、板取事務所改修、文化会館改修、臨時財政対策債などによ

り、前年度から３８．９％の増加となっております。 

 

○ 主要な施策 

 続きまして、平成３１年度当初予算の主要な施策につきまし

ては、関市第５次総合計画のまちづくりの政策体系に沿って、

順次ご説明いたします。 

 最初に、第１の政策『地域全体で「人」を支える』でござい

ます。 

 『地域福祉・福祉医療』の分野では、地域共生社会の実現に

向け、多機関の協働による包括的支援体制の構築を引き続き進

めてまいります。 

また、地域の課題を地域で解決できる強固な地域福祉の基盤

を築くため、社会福祉協議会と連携して、地域ふくし懇談会、

見守りネットワーク活動、ボランティア活動を推進するととも

に、新たに地域防災ネットワークを構築することで、誰もが安

心して暮らせる共助のまちづくりを進め、「我が事・丸ごと」

の地域づくりの実現を図ってまいります。 

福祉医療では、ひとり親家庭、心身に重度の障がいがある方

の医療費負担を軽減するとともに、中学生までの子どもの医療

費の無料化を引き続き実施してまいります。 
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また、社会全体で犯罪被害者を支える協働社会づくりを目指

し、被害者や遺族を支援してまいります。 

『低所得者支援』の分野では、新たに生活困窮者の自立を促

進するため就労準備支援を行うとともに、生活支援相談室の円

滑な運営と関係機関との連携強化を図り、生活なんでも相談、

家計相談を実施してまいります。 

『障がい者福祉』の分野では、障がい者の社会参加を促進す

るため、障がい者ジョブアシスト「わくわく」により、就労経

験を積み、企業等へ就職できるよう引き続き支援してまいりま

す。 

また、ふらっとサロンの開催、障がい者の移動のための助成

など障がい者支援を行ってまいります。 

『高齢者福祉』の分野では、健康寿命を延ばすため、年齢に

関わりなく活躍する機会を得て、高齢者が生きがいをもって生

活できるよう、引き続き、生涯現役促進プロジェクトを推進し

てまいります。 

また、高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活が送れるよ

う、いきいき住宅改善助成をはじめ、徘徊高齢者探索システム、

緊急時ショートステイなど在宅支援にかかるサービスを実施し

てまいります。 

介護保険事業については、介護保険事業計画の見直しのため

の実態調査を行うとともに、高齢になっても元気に生活できる

よう、ロコトレ講座など介護予防のための事業を充実してまい

ります。 

『子育て支援』の分野では、子ども子育て支援事業計画の策

定に取り組んでまいります。 

また、リズム運動など特色ある保育教育を実施するとともに、

子どもの健全な発育を支援するため、子どもの遊び場や保護者
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の交流の場である児童館、子育てサロン活動の充実や「せきっ

こひろば」などの子育て支援拠点の強化を図ってまいります。 

さらに、子育てコンシェルジュの配置をはじめ、ファミリー

サポートセンター、子育て支援スタッフの派遣、病児・病後児

保育室の運営、「あゆっこ」での託児サービスなど、子育て支

援事業を実施してまいります。 

また、ひとり親の子どもを対象に、生活や学習習慣の定着を

図る学習支援事業や、居場所づくりとしての子ども食堂を運営

する団体に対する支援を行ってまいります。 

『健康づくり』の分野では、しあわせヘルスプラン第２次健

康せき２１計画や第２次関市食育推進基本計画に沿って、生活

習慣病の予防と重症化予防、食生活と栄養の改善、運動習慣の

定着など、総合的な健康づくり施策を推進してまいります。 

母子保健事業では、妊娠、出産、育児への支援として、引き

続き不妊治療、妊婦健康診査、産後健診、産後ケアに係る費用

を助成するとともに、ママサポート券の使用範囲を拡充し、必

要かつ適切な母子保健サービスを提供してまいります。 

また、妊娠初期の女性への風しん感染防止策として、妊娠を

希望している女性や風しん抗体価が低い妊婦の同居家族の方へ

の風しん予防接種に対する費用を助成してまいります。 

安心して妊娠・出産・子育てができるために、子育て世代包

括支援センター「ひだまり」では、妊娠期から子育て期にわた

る支援体制づくりを進めるとともに、家庭児童相談室において

も、虐待防止に向けた相談体制の充実を図ってまいります。 

『地域医療』の分野では、引き続き、関係機関の協力により

休日や夜間の診療、救急時の医療体制の確保に努めるとともに、

医師不足に対応するため、医学生等修学研修資金貸付事業の実

施により医師確保に努めてまいります。 
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次に、第２の政策『明日を担う「人」を育てる』でございま

す。 

『教育環境整備』の分野では、プールの改修をはじめ、屋内

運動場照明改修工事等を計画的に実施するとともに、特殊建築

物等定期調査を小中学校、関商工高等学校で実施し、安全・安

心な学校運営ができるよう教育環境の整備を進めてまいりま

す。 

また、学校給食センターについては、将来にわたって安全で

安心な給食を提供できるよう、最新の衛生管理機能を備えた学

校給食センターを整備してまいります。 

『小中学校教育』の分野では、サイエンスものづくり、先端

技術体験、プログラミング教室や理科数学コンテストなど

ＳＴＥＡＭ教育の充実を図ってまいります。また、郷土教育を

目的に小瀬鵜飼観覧、古式日本刀鍛錬の見学や、新たに「関の

匠プロジェクト」を実施するとともに、国際化が進む社会に対

応するための英語スピーチコンテスト、海外研修の実施や、特

色ある教育活動を行う学校の支援など教育内容のさらなる充実

を図ってまいります。 

また、新たに田原小学校に外国人児童・生徒のための学校初

期適応指導を行う「フレンズ教室」を設置するとともに、個別

の支援が必要な児童・生徒のための「かがやき教室」を一部の

小中学校に設置し、きめ細かな支援をしてまいります。 

関商工高等学校では、国際感覚を身につけるため、生徒の海

外研修を実施するとともに、教室への空調機の設置や製図機の

更新などを行ってまいります。 

 

 次に、第３の政策『「まち」を共に創る』でございます。 

『市民協働』の分野では、市内全地域での地域委員会の設立
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をめざしてまいります。 

また、地域の社会的課題の解決や地域の活性化を図るソー

シャルビジネスを引き続き支援してまいります。 

『若者活躍』の分野では、高校生が自由な発想でまちづくり

について考え自主事業を展開する「ＶＳプロジェクト」や、大

学生を対象とした、まちづくりワークショップ「せきららゼミ」

を開催し、若者が地域と関わる機会をつくるとともに活躍でき

る場を提供してまいります。 

『過疎対策・地域振興』の分野では、富野、武儀、上之保地

域での災害復興イベントを支援してまいります。 

また、「地域おこし協力隊」を増員し、引き続き、洞戸、板

取、武儀、上之保地域の活性化を図ってまいります。 

さらに、地域資源を活用した地域の宝磨き上げ事業を継続

し、洞戸地域では公園整備、板取地域ではあじさいの植栽、武

芸川地域では桜の森遊歩道整備、武儀地域では平成元号変更イ

ベント事業、しいたけ栽培の後継者育成、上之保地域では温泉

施設の周辺整備などを進めてまいります。 

『多様性社会（ダイバーシティ）』の分野では、国際交流を

推進するため、東京オリンピック・パラリンピックのホストタ

ウンとしてコートジボワール共和国選手団の受入れのための準

備を進めてまいります。 

また、女性の活躍を推進するため、女性が働きやすい職場認

定制度、「女性のはじめの一歩応援セミナー」などを展開する

とともに、ＬＧＢＴへの理解を深めていくためのセミナーや交

流会の開催など啓発事業を行ってまいります。 

『人権』の分野では、市民や自治会、ＮＰＯ、企業などの参

加・参画を通じて、地域における人権尊重の意識の醸成をして

まいります。 
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『生涯学習』の分野では、わかくさ・プラザ開館２０周年記

念ゴールデンウィークスペシャル、ＳＥＫＩいきいきフェスタ、

サークル活動を一般公開する生涯学習ナビイベントの開催をは

じめ、電子図書館サービスによる図書館の充実など、生涯学習

の機会を作ってまいります。 

また、本市では男性の生涯未婚率が２割を超える状況となっ

ていることから、民間事業者を活用した出会いの場の創出や縁

結びに関する相談など婚活支援を展開してまいります。 

『スポーツ』の分野では、南アフリカ共和国ラグビーナショ

ナルチームのキャンプ地受入れのための準備を進めてまいりま

す。 

また、市民が手軽にスポーツを楽しみ、継続的にスポーツ活

動ができるよう、ウオーキング大会や、スポーツ教室等を定期

的に開催するとともに、市民球場の改修設計やグリーン・

フィールド中池の改修工事などスポーツ施設の整備を進めてま

いります。 

『文化・芸術・歴史』の分野では、新作狂言公演と関連講座、

ファミリー向けコンサート、クラシック演奏家の学校アウト

リーチなど多彩な事業を実施することで文化に触れる機会を提

供してまいります。 

また、全国子ども俳句コンクールを開催するなど、未来を担

う子どもたちの感性と創造性を高めるため、文化活動に参加で

きる機会を充実させてまいります。 

文化財保護では、弥勒寺官衙遺跡群を保全するため弥勒寺史

跡公園を整備するとともに、埋蔵文化財の調査、加茂山車から

くり人形の修復を進めてまいります。 

また、埋蔵文化財の関心を高めるための事業として、土器づ

くりなど体験教室を実施してまいります。 
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文化施設の整備では、文化会館の大ホール客席取替えやエレ

ベーター改修などを行ってまいります。 

 

 次に、第４の政策『「まち」に活力を生む』でございます。 

『工業』の分野では、国際見本市出展、中国語版刃物ＰＲパ

ンフレット作成など産地･地域ブランドとしての「関」を広く

世界にＰＲしてまいります。 

また、企業競争力強化支援のため、ＩｏＴ導入等セミナーの

開催、中小企業の研修支援、ビジネスプラス展、関の工場参観

日などを実施し、地域経済の活性化に努めてまいります。 

さらに、工場等用地開発可能性調査を実施し、優良企業誘致

につなげるための情報収集を行うとともに、工場等設置奨励金

制度や雇用促進奨励金制度を活用し、企業誘致活動を積極的に

行ってまいります。 

『商業』の分野では、「しあわせ循環ポイント」など、市内

での消費喚起に繋がる施策を展開してまいります。 

また、地域社会に役立ちたい企業と住みよい社会の実現のた

めに活動している団体や個人のマッチングなどをサポートする

「せきの未来・社会貢献プロジェクト」を引き続き推進してま

いります。 

『経済・雇用』の分野では、１０月の消費税率引上げに伴い、

地域消費を喚起させるためのプレミアム付商品券発行や事業者

向けの消費税対策セミナーなどを開催してまいります。 

また、ビジネスサポートセンター「セキビズ」によ

る企業競争力の強化をはじめ、「みんなの就職サポートセン

ター」、「ものづくりインターンシップ」、新たに大学生イン

ターンシップの交通費支援などを実施することで、企業の人材

確保を支援してまいります。 
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『観光』の分野では、「刃物のまち関市」の観光交流拠点と

なる刃物ミュージアム回廊整備事業を推進するとともに、岐阜

県刃物会館の新築を支援してまいります。 

また、観光コーディネーターによるトータル的な観光振興を

展開していくとともに、小瀬鵜飼、包丁大使、モネの池などさ

まざまな観光コンテンツを活用して、積極的に観光シティプロ

モーションを展開してまいります。 

『農業』の分野では、７月豪雨により被災した農地で営農を

再開するための支援を継続するとともに、新規就農・定住促進

支援、新規法人組織化設立支援、集落営農組織等強化支援、元

気な農業産地構造改革支援、強い畜産構造改革支援などさまざ

まな農業活性化のための事業を展開してまいります。 

さらに、農業用水路などの改修や、農産物の被害を抑えるた

め有害鳥獣対策を推進してまいります。 

『林業』の分野では、東京オリンピック・パラリンピック選

手村ビレッジプラザに資材を提供することで、関市産の木材を

ＰＲしてまいります。 

また、間伐の促進、森林経営計画策定支援、林道の適切な維

持管理をはじめ、新たに森林経営管理制度に基づく森林地番図

の作成などを行うことで、水源かん養など森林が持つ多面的機

能を守るための適切な保全、育成に努めてまいります。 

 

次に、第５の政策『安心な「暮らし」を守る』でございます。 

『防災・減災・消防』の分野では、７月豪雨災害の検証結果

を踏まえ、地域防災計画を改訂するとともに、地震ハザード

マップ、土砂災害ハザードマップを作成してまいります。 

また、ＳＮＳやホームページへの同時配信などを可能とする

あんしんメールの機能拡充、戸別受信機購入補助や河川監視カ
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メラ更新などにより、災害時の情報発信力の強化を図ってまい

ります。 

さらに、自助・共助による災害に強いまちづくりをめざし、

防災フェア、災害避難カード作成、防災リーダー研修をはじめ、

自主防災会が実施する防災訓練を支援することで、市民の防災

意識の高揚や知識の蓄積を図るとともに、防災資機材の整備に

対する補助、防災備蓄倉庫の整備を引き続き行うなど、地域防

災力の向上を目指してまいります。 

また、消防団については、消防車両、可搬ポンプの更新を進

めてまいります。 

『交通安全・防犯対策』の分野では、子どもや高齢者などを

対象に交通安全教室を開催し、交通安全意識を高めるための普

及啓発活動を行ってまいります。 

また、警察、中濃地区防犯協会、関市自治防犯防災会と地域

が一丸となり防犯体制を強化してまいります。 

『循環型社会』の分野では、さらなるごみの減量化と再生利

用の促進など、適正なごみ処理を推進するとともに、廃棄物の

不法投棄対策への取組も強化してまいります。 

『環境保全』の分野では、希少生物保護、合併処理浄化槽設

置補助、公害防止など環境保全への取組を推進してまいります。 

『医療保険・年金』の分野では、第３期関市国民健康保険事

業財政健全化計画により国民健康保険を適正に運営してまいり

ます。 

また、後期高齢者医療事業においては、高齢者が安心して医

療を受けられ、地域で健康的な生活が送れるよう、岐阜県後期

高齢者医療広域連合と連携を図り、後期高齢者医療制度を適正

に運用してまいります。 
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次に、第６の政策『快適な「暮らし」を造る』でございます。 

『都市計画・土地利用』の分野では、都市計画マスタープラ

ンを策定してまいります。 

また、立地適正化計画で定められた居住誘導区域への居住を

推進するとともに、市街地中心部のにぎわい創出を図るため、

まちづくり講演会の開催、古民家の活用、まちなかチャレンジ

横丁などさまざまな施策を展開してまいります。 

『住環境』の分野では、ブロック塀撤去、耐震補強に要する

経費の一部を助成することで、地震に強い住環境の整備を進め

てまいります。 

また、空家等対策計画に基づき、空き家の発生の抑制や危険

な空き家の除去に取り組んでまいります。 

平賀第一土地区画整理事業では、道水路及び公園の整備、平

賀第二土地区画整理事業では、道路の整備を行ってまいります。

また、新たに、平賀天神杜土地区画整理事業では、事業計画作

成のための調査を行ってまいります。 

『公共交通』の分野では、高校生の通学をはじめ、高齢者の

通院や買い物などの日常的な移動ができるよう公共交通サービ

スを提供してまいります。 

また、高速名古屋線を利用してバス通学する学生に対して、

引き続き、通学定期券購入費の一部を助成するとともに、関シ

ティターミナルの駐輪場を増設することで、利用客の利便性を

高め長良川鉄道やバスの利用促進を図ってまいります。 

『景観・公園』の分野では、景観計画・景観条例に基づき、

良好な景観の形成・保全に努めるほか、岐阜県屋外広告物条例

に基づき、屋外広告物の規制、誘導を行ってまいります。 

公園については、下有知地区、平賀第一土地区画整理事業区

域内に新たに公園を整備してまいります。 
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また、既設の公園では、清掃や遊具の保守点検、修繕を行い、

安全で利用しやすい公園を維持してまいります。 

『道路・橋りょう』の分野では、東海環状自動車道の西回り

区間の建設や東回り区間の全線４車線化をはじめ、国道１５６

号岐阜東バイパス第３工区、国道２４８号バイパスの４車線化、

国道４１８号肥田瀬地内、国道２５６号洞戸尾倉地内の建設促

進等、その他の路線を含め、国や県とともに、事業促進に努め

てまいります。 

また、引き続き、南北幹線道路として、東本郷鋳物師屋線、

東山西田原線の整備を進めるほか、尾太中池線及び武芸川西グ

ラウンド線などの整備を進め、安全で便利な道路網を構築して

まいります。 

道路維持管理施策として、生活関連道路の重点的な舗装補修、

側溝補修等を進め、快適な生活環境づくりを進めてまいります。 

また、安全確保のため、カラー舗装などの通学路整備や、防

犯灯・道路照明灯のＬＥＤ化を進めるとともに、自治会が管理

する防犯灯の電気料を補助してまいります。 

道路防災施策として、道路法面点検、落石防止対策工事をは

じめ、倒木などで集落が孤立することがないよう支障木の除去

を進めてまいります。 

橋りょうについては、橋りょう長寿命化修繕計画に基づく補

修工事や耐震工事を進めてまいります。 

『治山・治水』の分野では、水害対策として、津保川流域の

避難所・要配慮者利用施設などへの浸水対策の検討をはじめ、

河川などの浚渫工事や排水路改修工事を進めてまいります。 

また、土砂災害防止策として、急傾斜地崩壊対策事業を継続

して進めてまいります。 

『上水道』の分野では、洞戸通元寺水源地整備などを進める
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とともに、水道施設を適正に維持管理し、安全な水を供給でき

るよう、機能強化及び老朽管対策を行ってまいります。 

また、安定した給水及び災害時の給水にも対応できるよう、

水道管の耐震化・長寿命化を引き続き進めてまいります。 

『下水道』の分野では、幹線管路の長寿命化を図るため計画

的な管路整備を進めるとともに、白金下水処理場の流量調整槽

の整備、管渠の劣化による雨天時の流入水対策として不明水調

査を行ってまいります。 

また、農業集落排水やし尿の処理施設について、今後の施設

の在り方の検討を進めてまいります。 

 

最後に、『持続可能な行財政運営を行う』でございます。 

『移住定住』の分野では、本市への関心を高めるため他市と

の連携による移住定住プロモーション、空き家情報バンクリ

フォーム補助など積極的な移住定住策を展開してまいります。 

また、育児グッズ購入に使える「子育て応援券（ベビチケ）」

をはじめ、定住促進や多世代同居奨励金、新たに交付する「結

婚祝い地域経済応援券」などさまざまな事業を展開することで、

子育て世代の移住定住促進を図ってまいります。 

『広報・シティプロモーション』の分野では、来年、市制

７０周年を迎えることから、記念ロゴマークを制作してまいり

ます。 

また、広報紙に加え、ホームページやＳＮＳなどの多様なコ

ミュニケーション媒体を活用し戦略的な広報活動を実施してま

いります。 

『行財政改革・行政評価』の分野では、引き続き、積極的に

行財政改革に取り組み、その進捗状況を公表していくほか、市

民アンケート調査「せきのまちづくり通信簿」を実施し、ＰＤ
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ＣＡサイクルによる施策・事務事業評価を行ってまいります。 

『地方創生・広域連携』の分野では、美濃加茂市と各務原市

との地方創生連携、円空などの地域資源を活かす広域自治体連

携など近接する自治体との連携を図ってまいります。 

『職員育成』の分野では、職員がやりがいを感じ、意欲的に

職務に取り組めるよう、公平・公正な任用、適切な人員配置や

ワーク・ライフ・バランスに努めてまいります。 

また、職員には、より一層の資質向上はもとより、政策形成

等の能力開発が重要であるため、各種研修等を通じた人材育成

を積極的に行い、より活力ある行政組織を目指してまいります。 

『情報基盤』の分野では、庁舎内のコンピュータウイルス対

策、情報システム機器の更新など情報セキュリティー対策を進

め、行政システムにおける個人情報保護機能を強化してまいり

ます。 

『財政運営』の分野では、健全財政を維持向上させるため、

事務事業を見直すとともに、長期的な視点に立った財政運営を

行ってまいります。 

『自主財源確保』の分野では、積極的に、ふるさと納税のプ

ロモーション活動を展開することで自主財源の確保に努めてま

いります。 

『財産管理』の分野では、公共施設等総合管理計画に基づ

き、板取事務所の複合化改修工事をはじめ、岩下住宅、武芸川

小知野住宅、大平台公民センターの改修工事、板取加部集会場

の耐震補強工事などを行うことで公共施設を適正に管理してま

いります。 

 

○ おわりに 

 以上、平成３１年度の市政運営の基本方針と予算案の概要に
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ついて、申し述べさせていただきました。 

 『もっとしあわせ日本一！市民とつくる関市のまち創り』の

実現に向け、創意工夫を重ねて、市民の皆様とともにしあわせ

なまちづくりに全力を傾注してまいる所存でございますので、

何とぞ、市議会をはじめ、関係各機関のご理解と市民の皆様の

ご支援、ご協力を切にお願い申し上げまして、平成３１年度の

施政方針とさせていただきます。  
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