
関市

令和２年４月

 



 

井上　　敬一
　　Inoue　Keiichi　　

市長公室長実行宣言

「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】

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。

・避難カードの作成など防災・減災に対して積極的な市
民啓発を行ったが、豪雨災害被害を受けた地域とそうで
ない地域との意識の差があります。避難カードの作成を
さらに進めなくてはなりません。
・行政評価、実施計画、予算、人事という政策によるマ
ネジメントサイクルをさらに確立する必要があります。
・働き方改革をさらに推進するため、職員の残業時間に
注視し、残業時間の平準化や適切な職員配置を図る必要
があります。
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・第３期実施計画を実施し、令和２年度の重点事業案を
構築しました。
・改革が進まない事項について、担当課との協議を繰り
返し行いました。 

・避難カード作成のためのワークショップ開催を豪雨災
害の被災地域を中心に実施しました。

・職員の残業時間の把握、仕事の過度な負荷を確認する
ストレスチェック、水曜日のノー残業デーにおけるパソ
コン電源オフや休暇取得の奨励などを行い、ワークライ
フバランスを積極的に促進しました。 

・庁内ネットワークを３層に分け、他者との物理的な分
離を行うことで、個人情報を適切に管理しました。 



 

平川　恭介
 Hirakawa　Kyosuke 

財務部長実行宣言

財務部の役割

「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】  

※数字は第５次総合計画の施策番号を表します。
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     財務部が所管する業務は、内部管理に関する業務が多いことか
ら派手さはありませんが、市の財政基盤を支える税収を確保する
とともに、将来においても健全財政を維持するため、財務部に所
属する職員が、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。
   これからも、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ていきます。 

    関市健全な財政運営に関する条例の目的である「将来にわたって
健全な財政運営を維持し、安定した行政運営の確保を図り、もって
市民福祉の向上に資する」ことを達成するため、将来負担の縮減と
現世代と将来世代の市民の受益と負担の均衡に配慮した財政運営に
努めました。 

    公共施設の果たす役割を明確にしたうえで、公共施設の総量の削
減、地域の特性に配慮した施設整備、適切な維持管理などに取り組
むため、公共施設再配置計画の進捗を監視し、公共施設の統合、廃
止、長寿命化を推進しました。  

 債権回収担当課に対して、滞納処分や司法等の積極的な活用を指
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。

    公営住宅等長寿命化計画に基づき、長寿命化のための市営住宅の
改修を行いました。  また、浴槽・ボイラーを設置するための改修
を実施しました。 

    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。
    現行の制度を精査し、必要に応じて見直しました。 



 

西部　成敏
　　Nishibu　Narutoshi  

 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。

シェア

政策３　「まち」を共に創る

（地域づくり・協働）
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　2019年は、年度当初から、モジ・ダス・クルー
ゼス市との交流、南アフリカ代表チームの事前合宿、
ホストタウン交流としてコートジボワールのPRなど、
国際交流の盛んな年となりました。その他には、関
市美術展の審査制度の採用、文化会館の改修、学習
情報館の改修計画のアンケート調査などにも着手し
ました。今年度は改元もあって、元号と同じ地名が
ある武儀地域は、改元イベントで多くの情報発信が
出来た年でした。

    ラグビーW杯2019日本大会で、優勝した南アフリカ代表チー
ムが、関市で８月３１日から９月４日まで事前キャンプを中池
公園で行いました。沢山の市民の方がチームの公開練習を見学
されたり、市内の小中高校では交流活動が行われ、市外の人に
話したくなる、記憶に残る2019年になりました。 

    ソーシャルビジネス支援事業として、２件認定しました。若
者が参加するまちづくり事業では、高校生参加による「ダイ
バーシティSEKI」のイベント開催や、地域政策等を学ぶ大学生
を中心にした「せきららゼミ」を開催しました。 

    図書館の改修を行うために、６回のワークショップや利用者
アンケートなどを実施しました。学校向け電子図書館を導入し、
南ヶ丘小学校と武儀西小学校でデモ事業を行いました。 

    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
ジボワール人協会、姉妹都市交流ではモジ・ダス・クルーゼス
市との交流を図りました。 

    板取地区ではあじさい植栽帯の整備、武芸川地区では桜の森
整備事業として遊歩道の改修工事など、各地の地域資源をより
魅力的にする取組を行いました。



 

後藤　達也
　 Goto　Tatsuya 

健康福祉部長実行宣言

「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】
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。
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 令和元年度は、市直営の権利擁護センターの始動をはじめ、
保育料の無償化、多職種連携によるひきこもり対策なども積極
的に行うことができました。また、生活困窮者等、多種多様な
問題に直面し、それらを解決するために課や部を越え、他機関
とも連携のできるネットワークづくりも進めてきました。
 超高齢化社会が進んでいる中、いかに健康寿命を延ばし、誰
もが元気で、地域で住み続けられる環境を整えることが大切で
あり、それには先ずは人づくり、地域づくりをさらに進めてい
かなければと考えています。
 これからも、子どもや障がいのある方、高齢者等すべての市
民の権利が守られる仕組みを一層充実させていくため、体制づ
くりに力を入れていきます。 

    全世代型権利擁護ネットワークの構築と｢権利擁護ネットワーク会
議｣を年4回開催しました。成年後見制度の利用実績は、権利保護に
係るｹｰｽ35件中、市長申立6件、申立支援6件でした。

   ロコトレ体操普及のために、28団体へのDVD配布と運動指導、18団
体への機器購入助成を行いました。 

    ふれあいセンター内の児童室へ児童指導員を派遣し、地域支援員
とともに毎週１回未就園児と保護者が交流する「せきっこひろば」
を地域に広めました。 

    がん検診受診者数は、前年度と比較して889人増の32,040人、チー
ム対抗ミリオンウオーキング参加チームは7組増の57組と増加しまし
た。

    ひきこもりの新たな居場所として｢わたぐもアパート｣を設置し、
週1回開催しました。
   また、就労に向け企業応援団登録14社中4社の協力を得ました。



 

市原　克美
　　Ichihara　Katsumi  

市民環境部長実行宣言

市民環境部の役割

【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す。
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    異常気象と災害が連続した平成の幕が下り、新型コロナウィルス
で令和の幕が上がりました。市民生活にさまざま不安の影が付き
纏っています。                                                                                                          
（１）マイナンバーは、日常生活に便利なだけでなく、災害時にも
有効な仕組みです。                                                  
⇒マイナンバーカードの早期普及、利用拡大が必要と感じています。                                                                                                                                                                                                                  
（２）社会保障は、大規模災害のような「もしもの時」にも安心な
制度です。                                                                                                 
⇒国民健康保険など諸制度の健全な維持が重要と感じています。                                                                 
（３）健全な市民生活には、健全な地球環境が不可欠です。                                                                                                                                                                              

⇒地球環境を意識した環境施策の推進強化を感じています。                               

「広報せき」や窓口でマイナンバーカードの取得方法や利便性につ
いて周知を図った結果、カードの取得増加率が前年度と比較し2倍増
と取得が一層進みました。
 申請件数 H29 7,744件 ⇒H30 8,809件 ⇒R1 11,313件

特定健診受診率  H28：32.2％ ⇒ H29：34.8% ⇒ H30：35.8％
特定保健指導終了率（動機付け支援）

H28：21.2％ ⇒ H29：26.8％ ⇒H30：30.8%

    いずれも向上が図られています。                                                                                                      

    令和元年度は、市民生活に不可欠な総合斎苑わかくさの長寿命化
に向け、令和７年度までの改修等概算額を調査し、計画的な改修等
の取組に着手しました。 

    現年度分の収納率は改善が図られています。

H28：94.94％ ⇒ H29：95.46％ ⇒ H30：95.92％                                                                                                                                                                                                                                                   

    資源回収された容器は、H29：839t ⇒ H30：814t ⇒ R1： 754ｔと
減少傾向が続いていますが、一般家庭から排出された可燃ごみは、
H29：14,304ｔ⇒ H30：14,365ｔ ⇒R1：14,332ｔと高い値が続いてい
ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

横山　伸治
Yokoyama　Shinji  

産業経済部長実行宣言

産業経済部の役割

【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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 関市が将来にわたって競争力を持ち、活力ある
地域として持続的に発展していくため、雇用対策、
商工振興、観光、農林水産の振興、インバウンドの
推進、刃物ミュージアム回廊の整備等を進めてきま
した。
 2020年１月から始まった新型コロナウイルスの感
染拡大に伴う影響により、経済活動の見通しが不透
明な状況ではありますが、本市の経済を再び活性化
させるためには、官民共同で取組を強力に進める必
要があると考えています。  

     2年目を迎えた「みんなの就職サポートセンター」では、企業向
けの求人票の書き方セミナーや企業向け・保護者向けセミナー、
女性の再就職応援セミナー、高校生の企業見学ツアーを開催し、
企業への就職をサポートしました。 

    外国人向けホームページと紹介動画を作成し、プロモーションを
行うとともに、民間のノウハウを活用するため、観光振興トータ
ルプロデューサーに外部人材を登用しました。 

    100年先の森をつくるため、森林を「木材生産林」「環境保全
林」「観光景観林」「生活保全林」に色分けした森林配置計画を
策定し、森林整備を実施しました。

    農業保全活動に取り組む団体の事務手続に対する負担を軽減させ
るため、土地改良協会への事務委託を推進しました。 

    令和2年度中のオープンに向け本体工事に着手し、刃物ミュージ
アム回廊のキャッチコピーを「刃物の歴史をめぐるまち」に、メ
イン施設である地域交流施設の名称を「せきてらす」に決定しま
した。 



 

後藤　浩孝
　　Goto　Hirotaka  
基盤整備部長実行宣言

「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】

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
Ohnishi　Tsutomu  

　　　基盤整備部参事実行宣言
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 【部長】
　刻々と変化する社会情勢下においても、市民の皆様が安心して生
活できる社会基盤を整えることが基盤整備部の仕事だと確信してい
ます。一方、投入できる人材、予算は限られていることから、効果
的かつ効率的な対応を行うべく、これまでの経験で培った広い視野
と先見性を持って実務担当者へ明確に方針に示すことが重要と考え

 ています。
 【参事】

　インフラ整備は、多くの人の役に立つ一方で、その影響も大きく、
事業の推進には、関係者や地域住民の皆様が協力し合って進めてい
くことが必要です。今後とも情報発信と関係者・住民の皆様との連

 携を重視していきたいと思います。　

　東海環状自動車道西回りルート（関広見ＩＣ～山県ＩＣ）が供用開
始されました。また、東山西田原線第２工区、東本郷鋳物師屋線の整
備を推進しました。

　長良川、津保川等において河道掘削や樹木伐採等の河川事業を促進
しました。また、武儀寺洞谷排水路等の７つの普通河川の整備事業や、
下之保大洞谷、武芸川本都延、上之保小樽等の砂防事業等を推進しま
した。

　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。また、
特定空家に対する除却費の補助制度を始めました。
　バス停の新設等によりバス交通の利便性を高めたほか、免許自主返
納者に対する、関シティバスの３年間無料化（６５歳以上）の制度を
創設しました。

　舗装修繕計画に基づき、市道５４路線の舗装を補修しました。また、
橋梁長寿命化修繕計画に基づき、道路橋６橋を補修したほか、橋梁耐
震補強事業計画に基づき、道路橋２橋を耐震補強しました。 

　老朽管の布設替えによる水道の有収率の向上、計画的に施設、管路
を更新するためのアセットマネジメント計画を策定しました。また、
令和２年度からの下水道事業の公営企業法適用に向けた準備を進めま
した。



 

西部　靖
Nishibu  Osamu  

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

【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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　 毎日の支払事務を円滑に進めるとともに、支払
いトラブルが無いよう注意を払いました。現金不
足だけは発生しないよう支払総額、入金状況を注
視してきました。
 債券の運用では、毎日の金利の動向を常に気に
かけておく必要があると痛感しました。

 支払根拠が明確であるか、手続きがしっかりできてい
るかを注意してチェックしました。報酬などの金額根拠、
相手先について根拠資料を確認しました。
 期日の迫った支払にも臨機応変に対応し、速やかな支
払を実施しました。

 低金利の時代ではありますが、適正な運用に努めまし
た。

 経理担当者を対象に支払事務に関する注意事項等説明
会を実施し、職員の正確な処理能力の向上に努めました。



 

北瀬  美幸 
Kitase  Miyuki  

教育委員会事務局長実行宣言

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。10

・今年度は、新しい学校給食センターの建設工事が竣工し、令和2年
の２学期から業務を開始する計画です。より安全で安心な学校給食

 の提供や食物アレルギーへの対応も順次実施していきます。
・今年度は、新型コロナウイルス感染への予防対策として、市内の
学校が3月から臨時休校となり、学習機会の減少や卒業式を縮小して
実施するなど、児童・生徒にとって大切な時間を失ってしまいまし
た。また、突然休みになってしまったことで、子供の居場所確保が
大きな問題となりましたが、留守家庭児童教室の開設時間・場所の
見直しや教職員の支援により、迅速かつ柔軟に対応することができ
たと考えています。

 小・中学校のトイレ洋式化、屋内運動場照明のLED化を進め、
老朽化した校舎等を整備しました。また、関商工高等学校工業
科普通教室等にエアコンを設置しました。

 令和2年3月に給食センター建設工事を竣工しました。また、
「学校給食における食物アレルギーへの対応マニュアル」を策
定しました。

 ICT環境の整備と活用状況を各校ごとに把握し、児童生徒がよ
り積極的に活用できる工夫をするように市教委訪問、校長会等で
働きかけました。また、ドローンやペッパーを活用したICT教育
を推進するために、出前授業やプログラミング教室を開催しまし
た。

 「ふれあい教室」が中心となり、不登校や引きこもり傾向の児
童生徒に対する支援相談の充実を図りました。また、関係機関等
との連携強化を図ったり、不登校傾向の児童生徒、保護者向けの
会を開催したりして、一日も早い学校への復帰を目指しました。

 中学生リーダー養成研修会、中学生・関商工生徒の海外研修、
中学生理科数学・小学生理科算数コンテストを実施しました。
また、シンガポールの生徒を迎え交流しました、その他、鵜飼
観覧、日本刀鍛錬見学、夢教室を実施しました。



 

西部　延則
  Nishibu  Nobunori　

議会事務局長実行宣言

議会事務局の役割

　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、議会と執行部の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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  市民に開かれ、より身近な市議会にしていくために、
「市議会活性化協議会」を設置し、議会改革、活性化
の更なる推進のため、議員間の協議の場を設置しまし
た。

    協議・調整を行う場で、建設的で活発な審議、議論が
なされるよう、事前に執行部と会議の進め方、説明資料
等の調整を行い、委員会等の円滑な議事運営を図りまし
た。

　議会は市民の代表として選挙で選ばれた議員で構成され、
予算・条例など審議し決定する議決機関であります。議会
事務局は、議会と執行部のパイプ役として中立な立場で調

 整、助言などを積極的に行ってきました。
　 最近では、市民の要望を市政に反映させることなど、地
方議会の役割と責任は一層増大しています。また、議会の
活性化を図ることも求められています。このような要望に
応えるため議会事務局としては、市民の負託に一層応えら
れる、開かれた市議会を目指して、市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

 活発な議論がされる議事運営を図っていきます。

   毎 議会終了後に、「議会だより」を広報に掲載し、速
やかな情報提供に努めました。また、本会議の中継方法
を、ユーチューブでの配信方法に変更し、市民の皆さん
へ議会の様子を伝えるよう努めました。

    タブレット端末（iPad）の積極的な活用により、議案
等関係書類のペーパーレス化に努めると共に、コスト削
減を図りました。


