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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）　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。
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↓重点的に進めること↓

井上　　敬一
Keiichi　　Inoue
市長公室長実行宣言

　●「第５次総合計画」と
　　「行財政改革アクションプラン２」を
　　　　　　　　　　　　　着実に推進します。

　●防災・減災、交通安全に取り組み、
　　　　　　　　安全・安心な暮らしを守ります。

　●働き方改革に取り組み、
　　 職員のワークライフバランスを推進します。

　●情報セキュリティ対策と
　　　　　　　　　　個人情報保護に努めます。

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

市長公室の政策

スリム

政策７　持続可能な行財政運営を行う
（行財政・人口対策）

セーフティー

政策５　安心な「暮らし」を守る
（防災・生活環境）

市長公室の役割
　【危機管理課】

　　25防災・減災・消防   26交通安全・防犯対策

　【企画広報課】

　　38移住定住　　39広報・シティプロモーション

　　40行財政改革・行政評価　41地方創生・広域連携

　　45自主財源確保（ふるさと納税）

　【秘書課】

　　42職員育成　人事給与　秘書

　【行政情報課】

　　43情報基盤　法制　統計

※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。
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本市は、転出が転入に比較して363人超過しています。類似団体である

土岐市は、V字回復しているため、その要因を分析し、本市が選ばれ、

住み続けていただくための取組が必要です。

県内の１人あたりの交通事故発生率は年々増加傾向にあるにもかかわら

ず、本市の発生率は減少傾向にあり、ひきつづき取組を推進します。
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平川　恭介
Kyosuke  Hirakawa

財務部長実行宣言

財務部の役割

　●関市健全な財政運営に関する条例に基づき、
　　　　　　計画的・効率的な財政運営を行います。

　●公共施設等総合管理計画・
　　　　　　公共施設再配置計画に基づく
　　　　　　　　　　　　長寿命化・統廃合を進めます。

　●市税の適正な賦課と収納率の向上を
　　　　図るとともに、債権の回収・整理を進めます。

　●長寿命化などの改修により、
　　　　　　　　　住みやすい市営住宅を確保します。

　●公平で公正な入札・契約制度を維持します。

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

財務部の政策

スリム

政策７　持続可能な行財政運営を行う
（行財政・人口対策）

【財政課】

　　44 財政運営

【管財課】

　　46 財産管理

【税務課】

　　45 自主財源確保

【契約検査課】

実質公債費比率は、財政規模に対する借入金の返済額の割合を表したも

のです。本市は、2022年までにこの数値を4.3％までに改善することを目

標にしています。

高度経済成長期後半に集中して建設された公共施設の老朽化に伴う更

新費用が課題になっています。本市は、2022年までに17,599㎡減らす

ことを目標にしています。

※数字は第５次総合計画の施策番号を表しま

％

☞実質公債費比率

☞市民一人あたりの公共施設面積

【2017年公共施設状況調査】

【市町村台帳】

（㎡）
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西部　成敏
Narutoshi  Nishibu

 協働推進部長実行宣言

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

 協働推進部の役割

 協働推進部の政策

　●市民が、関市の良さを話したくなるような
　　　　　　　　　　　　　　　　　”まち”を目指します。

　●市民の自主的な活動、
　　　　　　　　　　　　まちづくり活動を支援します。

　●市民読書の拠点である図書館、
　　　　　　　文化事業の拠点である文化会館の
　　　　　　　　　　　　更なる魅力アップを行います。

　●国際交流を通して、学習意欲を高め、
　　　　多角的・多面的な価値観の獲得を図ります。

　●宝磨き上げ事業を活用して、
　　　　　　　　　　　　　　　　各地の魅力を高めます。

【市民協働課】

　11市民協働　12若者活躍　13過疎対策・地域振興

　14多様性社会（男女共同参画、国際交流）　大学連携

【生涯学習課】

　15人権　16生涯学習　社会教育　（図書館、公民館）

【文化課】

　18文化・芸術・歴史　文化財保護

【スポーツ推進課】

　17スポーツ　中池公園

【地域事務所】

　13過疎対策・地域振興※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。

当市への転入者は、県市内より生活環境上を理由にする件数が多い

動向にあります。この状況を分析・PRし、関市に住んでもらうた

め、より魅力のある取組を推進する必要があります。

シェア

政策３　「まち」を共に創る
（地域づくり・協働）

選挙人名簿登録者数がほぼ同じ高山市と比較して、当市は減少幅

が大きくなっています。その理由を調査する必要があります。
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後藤　達也
Tatsuya  Gotou
健康福祉部長実行宣言

　●成年後見制度の利用促進、
　　　　　　統一的な虐待対応などの市全体の
　　　　　　　　　　権利擁護ネットワークを構築します。

　●介護予防事業を充実させ、
　　自主的に予防活動する団体を支援していきます。

　●ふれあいセンター内の児童室を活用して、
　　　　　　子育て支援施設を地域に広げていきます。

　●がん検診の受診や食生活の改善など、
　　　　健康づくりに取り組む人の増加を目指します。

　●「居場所づくり、受入事業所の開拓、
　　　　地域での見守りなどひきこもり」支援体制を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備します。

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

健康福祉部の政策

サポート

政策１　地域全体で「人」を支える

（健康・福祉・子育て）

健康福祉部の役割

【福祉政策課】

　01 地域福祉・福祉医療　　02 低所得者支援

　03 障がい者福祉

【高齢福祉課】

　04 高齢者福祉

【子ども家庭課】

　05 子育て支援

【市民健康課】

　06 健康づくり　　07 地域医療

※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。

　●成年後見制度の利用促進、
　　　　　　統一的な虐待対応などの市全体の
　　　　　　　　　　権利擁護ネットワークを構築します。

　●介護予防事業を充実させ、
　　自主的に予防活動する団体を支援していきます。

　●ふれあいセンター内の児童室を活用して、
　　　　　　子育て支援施設を地域に広げていきます。

　●がん検診の受診や食生活の改善など、
　　　　健康づくりに取り組む人の増加を目指します。

　●「居場所づくり、受入事業所の開拓、
　　　　地域での見守りなどひきこもり」支援体制を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備します。
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関市 県内 全国
【第7期せき高齢者プランアンケート】

（人口10万対）

男女別平均寿命

平成27年の平均寿命は、男性が県内5位、女性は県内2位と国や県の平均より長寿に

なっています。健康寿命を延ばすため、健康づくりや介護予防に市民が自ら取り組

みやすい環境をつくる必要があります。

【関市民健康に関する意識調査結果】
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定期的に体重を計る

その他

日頃、健康のために実行していること（複数回答可）

女性男性

多くの人が健康づくりとして食事に対する意識の高さが感じ取れます。いつまでも

元気で暮らし続けられるよう、各世代に合った様々な取組を行う必要があります。
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市原　克美
Katsumi  Ichihara

市民環境部長実行宣言

市民環境部の役割
　●マイナンバーカードの普及と利用拡大を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推進します。

　●特定健康診査受診率、
　　　　　特定保健指導終了率の向上を推進します。

　●国民健康保険税の収納率の向上を推進します。

　●リサイクル、食品ロスの削減を推進します。

　●長寿命化を考慮した、
　　　　　　　　施設、設備の維持管理を推進します。

【市民課】

　戸籍　　住民

【保険年金課】

　29 医療保険　　年金

【環境課】

　27 循環型社会　　28 環境保全

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

市民環境部の政策

セーフティー

政策5　安心な「暮らし」を守る
（防災・生活環境）

※数字は第５次総合計画の施策番号を表しま

関市一般廃棄物処理基本計画の中で、平成２６年度の収集量に比較し

て、平成32年度までに10％のごみ削減を掲げています。このため、よ

り一層のリサイクルの推進が必要です。

受診率は毎年少しずつ上昇していますが、国の目標とする60％にはまだ

まだ届いていません。継続受診の奨励やターゲットを絞った未受診者対

策に力を入れる必要があります。

911 906 892
911

947
963

994 980
952

800

850

900

950

1000

1050

2014 2015 2016
県平均 関市 土岐市（類似団体）

（ｇ）

【岐阜県の一般廃棄物】

市民１人１日あたりのゴミの排出量
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横山　伸治
Shinji  Yokoyama
産業経済部長実行宣言

産業経済部の役割

　●企業と働く人を応援する各種施策に取り組み、
　　　　　　　　　　　　　地域経済の振興を図ります。

　●ブランド力の向上と着地型観光を目指し
　　　　　観光シティプロモーションを推進し、
　　　　　　　国内外からの観光客の増加を図ります。

　●農業経営の安定化、
　　　　　農地の保全などに積極的に取り組み、
　　　　　　　　　　　　地域農業の活性化を進めます。

　●森林・林道整備や林業経営支援などの
　　　　　　　　各種施策を推進し、森林の適切な
　　　　　　　　　　　　　　　　　保全と育成を図ります。

　●刃物ミュージアム回廊整備事業を推進します。

【第５次総合計画の位置】

産業経済部の政策

【商工課】

　19 工業　　20 商業　　21 経済・雇用

【観光課】

　22 観光

【農林課】

　23 農業　　24林業

アクティブ

政策4　「まち」に活力を生む
（産業・経済・雇用）

※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～
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す。

本市を訪れる観光客数は、順調な増加がみられます。この状況をさら

に加速させることが重要です。

【市町村民経済計算】

104.6 

96.6 

106.1 

101.1 99.4 
96.4 

101.8 
101.1 

100.3 
103.3 

113.5 

105.3 

119.8 

105.1 

100.2 
101.3 

98.1 

102.3 
103.3 

115.3 

101.0 

80

90

100

110

120

岐阜圏域西濃圏域中濃圏域東濃圏域飛騨圏域 関市 岐阜県

H27 H28 H29 【岐阜県観光統計】

（％）

観光地入込客数の対前年比較

（千円）

7



後藤　浩孝
Hirotaka  Gotoh
基盤整備部長実行宣言

　●交通の利便性の向上と交通安全を図るため、
　　　　　　　　　　　　　幹線道路の整備を進めます。

　●水害や土砂災害に対する市民の安全・安心を
　　　　　確保するため、河川砂防事業を進めます。

　●住みやすい良好なまちづくりを推進するため、
　　　　　　　　　　　　　　　市街地整備、空家対策、
　　　　　　　　　　　　　　　総合交通対策を進めます。

　●道路、橋りょう、上下水道施設等の長寿命化と
　　　　　　　　　　　耐震化等の安全対策を進めます。

　●上下水道事業の経営健全化に努めます。

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

基盤整備部の政策

アメニティ

政策6　快適な「暮らし」を造る
（都市基盤整備・上下水道）

基盤整備部の役割

【建設総務課】

　34 道路・橋りょう

【都市計画課】

　30 都市計画・土地利用　　31 住環境　　32 公共交通

　33 景観・公園

【土木課】

　34 道路・橋りょう　　35 治山・治水

【水道課】

　36 上水道

【下水道課】

　 37　下水道

※数字は第５次総合計画の施策番号を表しま

大西 勉
Tsutomu  Ohnishi
基盤整備部参事実行宣言

国道156号岐阜東バイパスの整備効果

国道156号岐阜東バイパス（岐阜市日野～岩田西間）完成（2013年10月）

後に大型車交通量が増加したことが、本市の製品出荷額が約1.2倍に増えた

ことの一因となっています。幹線道路の整備は、経済活動や市民生活にも

大きな影響を与えます。

短時間強雨の発生回数の変化（全国）

岐阜県内でも、降雨の局地化・激甚化が進んでおり、今後もこれらの傾向

が強まることが懸念されています。
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西部　靖
Osamu  Nishibu

会計管理者実行宣言

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～# Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

会計課の役割

会計課の政策

　●収入・支出事務を迅速かつ適正に執行します。

　●公金の適正な管理と、
　　　　　　　　　安全かつ効率的な運用に努めます。

　●会計事務の効率化と、
　　　　　　　　　　　　　処理能力の向上に努めます。

【会計課】

　44 財政運営　　会計

スリム

政策７　持続可能な行財政運営を行う
（行財政・人口対策）

※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。
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県内市 関市 土岐市（類似団体）

市民１人あたりの積立金現在高の推移

本市の積立金は、財政調整基金や減債基金の増加などにより、

増加傾向にあります。

339,789 543,084 494,300 
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（千円）

利子及び配当金の推移

市民からお預かりした大切な基金は、安全かつ有利に運用する

必要があります。低金利の時代ではありますが、適正に運用し

てまいります。

（円）

【県人口動態統計】

【関市決算】
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北瀬  美幸 
Miyuki  Kitase

教育委員会事務局長実行宣言

　●安心・安全な学校運営ができるよう、
　　小・中・高等学校の教育環境の整備を図ります。

　●学校給食センターを新築し、
　　　安心・安全な給食の提供や食育を充実します。

　●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」を推進します。

　●児童生徒に研修や体験を通じた
　　資質の向上を図り、次世代リーダーを育成します。

　●学習や学校生活に困難のある児童生徒の
　　　　　　　学びや学校生活への適応を支援します。

教育委員会の役割

【教育総務課】

　08 教育環境整備　　学校給食センター

【学校教育課】

　09 小中学校教育

【関商工高等学校】

　10 関商工高等学校

「産業」を鍛え、「学び」を伸ばし、文化を築き

未来を切り拓く「協働」のまち

～＃ Smart SEKIism～

【第５次総合計画の位置】

教育委員会の政策

リーダー

政策２　明日を担う「人」を育てる
（教育）

※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。
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市民1人あたり教育費の推移

本市の教育費は、学校耐震化が終了し、改築事業の計画的推進に

より減少傾向にありますが、県内市の平均に比較しても、高い値

を示しています。
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岐阜県 関市 土岐市（類似団体）

【学校基本調査】

中学校卒業者のうち進学者の推移

義務教育終了後に高等学校等に進学する人は、県平均等に比較して

も高くなっています。今後も引き続き児童生徒が主体的・対話的な

深い学びにより、確かな学力を育むことのできる指導に努めます。

【市町村台帳】
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西部　延則
Nobunori　Nishibu

議会事務局長実行宣言

　●分権に即した議会運営を推進します。

　●議会の監視機能、
　　　　　　　　　　政策提言機能の強化に努めます。

　●速やかな情報提供に努め、
　　　　　市民に身近で開かれた議会を目指します。

　●ＩＴ機器の多様な活用と
　　　　　　　　　　　ペーパレス化を一層推進します。

議会事務局の役割
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Facebookにより情報発信する市議会割合
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Twitterにより情報発信する市議会割合

関市では、Twitterを活用し、議会活動等の情報を発信しています。

フォロワーを増やし、多くの市民の皆さんに議会に関心を持ってい

ただくことが必要です。

【市議会の活動に関する実態調査】

【市議会の活動に関する実態調査】

議会事務局は、局長以下５名で主に「議会運

営」「議事調査」「議会広報」などに関すること

を所管しており、市民の皆様から負託を受けた議

員が、その職責を十分に発揮できるように議員活

動を補佐しています。

これら議会運営の補助に併せて、議会の政策立案

機能の支援、議会と執行媒介といった役割を担う

とともに、市民の皆様に開かれ、かつ、分かりや

すい市議会とすることを使命としています。

また、近年は、全国から多くの市議会が視察研修

にお越しいただいており、視察団への対応も重要

な役割となっています。
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