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市長公室の役割
【秘書課】
42職員育成 人事給与 秘書

【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）

【危機管理課】
25防災・減災・消防
26交通安全・防犯対策

※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

森川 哲也
Morikawa Tetsuya

市長公室長実行宣言

１

１年を通じて感じたこと

・市制70周年記念事業を市民とともに
実施します。

重点事業の実施

市制70周年記念式典・コンサートの実施、
記念誌の作成、広報紙における市制記念の
連載、思い出写真展の開催、ポスターや横
断幕による市民周知等を実施しました。
その他の記念事業については、コロナ禍

の影響で中止となりました。

・職員のモチベーションを向上させる人事
管理を行います。

・新型コロナウイルス感染症に対する万全
な対策を講じます。

職員のモチベーションを向上させる人
事評価制度を検討しました。来年度から、
従前の評価を一部見直し、新しい人事評
価制度を運用する予定です。

新型コロナウイルス感染症対策本部会議
を６３回開催し、感染防止策、経済対策、
生活困窮者対策など、幅広い対策を講じま
した。また、特別定額給付金の給付、「せ
きのお食事応援券」や地域経済応援券（せ
きチケ）の販売、感染症対応ＢＣＰ計画の
策定、コロナ対策のための柔軟な人事異動
を実施しました。

・防災対策は、常に「想定外を想定する対
応」が必要です。しかし、行政だけで防災
への万全な備えができるわけではありませ
ん。引き続き、市民一人ひとりの自助の取
組及び自主防災会等の共助が実践できるよ
うに、一層の働きかけが必要です。
・コロナ禍の影響で、これまで市として実
施してこなかったテレワーク、リモート会
議など、新しい働き方が急速に進みました。
今後も柔軟な発想を育み、新しいチャレ
ンジを積極的に取り入れる「しなやかな組
織」でありたいと考えます。
・人材の確保が困難な時代となり、各職員
の業務負担が増加する傾向にあります。
そのため、行政評価を機能させて、事務
事業のスクラップアンドビルドを実現させ
る必要があります。また、政策と人事を有
機的につなげることで、課題解決型の組織
となるようマネジメントに注力したいと考
えます。

・防災・減災、交通安全対策に取り組み、
安全な暮らしを守ります。

災害時避難カード作成事業はコロナ禍
のために実施できませんでした。
ホームページの気象河川情報システム

改修、災害対策室のモニター設置、ハ
ザードマップ（土砂・河川）の作成、ブ
レーキ踏み間違い防止装置設置補助金の
交付、感染防止用の避難所備品・消耗品
の整備などを実施しました。

・行政評価、実施計画、人事など政策を主
体としたマネジメントを推進します。

「事務事業評価→施策評価・部長実行
宣言→実施計画→予算編成→人事異動」
を実施しました。この一連のサイクルを
潤滑に回すことで、「政策の実行」を目
的とする行政マネジメントが可能となり
ます。今後、各項目の連携、関連性をさ
らに深めなければなりません。



財務部長実行宣言

財務部の役割
【財政課】
44財政運営

【行政情報課】
43情報基盤 法制 統計

【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ています

平川 恭介
Hirakawa Kyosuke

２

１年を通じて感じたこと

重点事業の実施
・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。

関市健全な財政運営に関する条例の目的
を達成するため、将来負担の縮減や、現世
代及び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。
新型コロナウイルス感染症対策事業の予

算など、専決を含め、17回の補正予算を編
成しました。

・ＩＣＴを活用した市民サービスの向上、
業務の効率化を図ります。

業務の簡素化や効率化を図るため、ＲＰＡ
とＡＩ－ＯＣＲを口座登録業務など7業務に
導入し、作業時間を約５４０時間、削減する
ことができました。
市役所の窓口で支払う手数料などについて、

キャッシュレス決済の導入を進めていきます。

・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。

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、ヒアリングを実施し、統廃合などの進
捗状況の確認、現状把握及び課題の整理を行
い、担当課の意識の向上を図りました。

・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。

新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方に対する市税の猶予制度に
ついて、周知、相談を行いました。
固定資産の課税客体の把握や適正な所得

申告を徹底し、公平かつ適正な賦課・徴収
に努めました。

・公平で公正な入札・契約制度を維持しま
す。

入札事務の透明性を維持するとともに、
10月から電子入札における予定価格の事後
公表の試行を実施しました。
現行の制度を精査し、必要に応じて見直

すこととしています。

・財務部が所管する業務は、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、派手さはありませんが、財務部に在籍
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。
・新型コロナウイルス感染防止を念頭におい
た行政サービスとしてＩＣＴの活用は非常に
有効であるため、行政手続のオンライン化や
キャッシュレス化の推進、Ｗｅｂ会議の活用、
オンラインによる相談対応などを更に進めて
いく必要があります。
・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。



協働推進部の役割
【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】
※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

西部 成敏
Nishibu Narutoshi

協働推進部長実行宣言

３

１年を通じて感じたこと

・今年は、コロナウイルスの感染拡大で
2020東京オリンピック・パラリンピックそ
して岐阜県で開催される予定のねんりん
ピックもすべて延期された年になりました。
市も、広域から参加者を募るイベントは中
止せざるを得ませんでしたが、コロナウイ
ルスの感染防止対策と人数制限を行いなが
ら開催しました。
・緊急事態宣言も発出されたこともあり、
施設の使用禁止などにより、1市民1スポー
ツの推進ができませんでしたが、文化的な
行事は、年度の後半に人数制限を行いなが
らできるものは開催しました。
・若者のまちづくり関連の会議などは、オ
ンラインでの開催となりました。
・コロナウイルス感染予防の密集対策と、
市の施設利用の利便性を高めるために、今
年度、公共施設予約システムの開発に着手
し、ほぼ、システムの全体像が完成しまし
た。来年度は利用者登録や指定管理者への
説明を行い、予定どおり10月からの運用開
始に向けて計画どおり進めています。

重点事業の実施

・若者や女性が活躍するまちづくりを目指
します。

人の集まりが難しいコロナ禍において、
オンラインを活用し、２月に女性の活躍セ
ミナーを開催しました。また、若者を対象
としたせきららゼミもオンラインで実施し、
若者支援プレーヤー制度においては、本町
BASEでイベントを実施し、本町の活性化も
意識しました。

・健康増進対策として、1市民１スポーツを
さらに推進します。

コロナウイルス感染防止のため、推進
活動ができませんでしたが、来年度は、
公共施設予約システムをPRして、施設利
用者の拡大を図り、1市民１スポーツを推
進します。

・芸術・文化により関心を持ってもらうた
めに、魅力的なイベントを行います。

市民の劇場などは、コロナウイルス感染
拡大の影響により、年度の後半に集中しま
したが、感染防止策を講じながら、ほぼ予
定どおり開催できました。ただし、子ども
木の造形コンクールなど、全国的に行うも
のは中止としました。

・生涯学習の拠点施設の魅力を高めます。

学習情報館の改修や、図書館の増築につ
いて、関係団体や利用者の意見集約を行い
基本設計を行いました。令和4年度の完成
に向けて、取り組んでまいります。

・宝磨き上げ事業を活用して、地域の魅力を
高めます。

板取のあじさい修景、洞戸の運動公園の
整備、武芸川の寺尾千本桜公園修繕、武儀
の観光案内看板の設置、上之保のジビエ料
理のメニュー開発など、各地域の魅力を向
上する事業ができました。



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ています

後藤 達也
Goto Tatsuya

健康福祉部長実行宣言

４

１年を通じて感じたこと

重点事業の実施

・第4期地域福祉計画に基づき、包括的・重
層的に相談支援の体制を整備していきま
す。

全世代対応型の「地域共生ネットワーク
会議」を開催し、市全体で「断らない相談
体制」の整備と、多職種連携での、関係職
員研修を積極的に行うことで、包括的・重
層的な相談体制の整備を進めました。

・ひきこもり・不登校問題に対して、他機
関共同で支援体制を目指します。

関係機関とネットワークづくりや医療的
な見立て及び指導を導入することで、早い
時期に適切な対応ができ、他機関で、共通
の問題認識が持てるようになってきました。
関市社協の「くらし・まるごと支援セン
ター」との協働も進めました。

・介護予防サービスを充実させ、身近な地
域に通いの場を増やしていきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、介護
予防事業の拡充が当初の計画のとおりに進め
る事ができませんでしたが、在宅や、個人で
も介護予防ができる方策として、ロコトレ体
操のYouTube配信やDVDの配布、個別訪問
等を行いました。また、コロナ禍でもできる
通いの場を拡充することができました。

・ウオーキングや健康体操など様々な事業を
展開し、市民の運動習慣の定着を目指しま
す。

今年度から、生活習慣病予防のために運動
習慣をつける方策として、ライザップとの連
携による健康づくり事業や、クアオルト健康
ウオーキングなど新たな事業を取り入れまし
た。クアオルト事業では、「クアの道」の整
備と、専門ガイドの育成、観光との連携によ
り交流人口の拡大ができるよう事業展開しま
した。

・子どもの権利と未来を守るために、福祉・
保健・医療・教育等と連携し、子ども家庭
総合支援拠点の体制を確立していきます。

子どもの権利と未来を守るために、福祉・保
健・医療・教育等必要な支援をネットワーク化
することで、ライフステージで切れ目のない支
援を目指しました。現在、体制を整備していま
すが、次年度に向けて更なる推進が必要と考え
ています。

・令和２年度は、新型コロナウイルス感染
症対策事業で終始した感じが拭えないのが
実感です。
日頃の福祉・健康事業はもちろんのこと、

それに、新型コロナウイルス感染拡大に関
わる、生活困窮者やひとり親世帯、子育て
世帯への支援、感染予防の啓発、ワクチン
接種体制の整備等々、限られた人員の中、
業務の拡大が顕著でした。このコロナ禍に
おいて、今後益々生活に困る方々が増えて
くることは十分に想定されます。
・市民の皆さんが安心して暮らしていける
よう、４月以降のワクチン接種事業の本格
実施や相談体制の充実、既存の福祉・健康
事業を維持しながら、新型コロナウイルス
感染症対策を市民の皆さんのご理解とご協
力を得ながら、進めて行かなければならな
いと考えています。



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

※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

市原 克美
Ichihara Katsumi

５

１年を通じて感じたこと

重点事業の実施

・マイナンバーの普及促進を通じ、便利で
暮らしやすい未来社会の構築を推進します。

毎週、火・木曜日の夜間と第３土曜日の時
間外受付を行い、受領しやすい環境を整備し
ました。
窓口に専用端末を設置し、職員１名を配置
して、マイナポータルへのアクセスと各種手
続を支援しました。

・国民健康保険制度の安定化を通じ、社会保
障に守られた安心社会の構築を推進します。

特定健康診査受診率は、新型コロナウイル
ス感染症対策のための受診控え等により、昨
年度よりも下回りました。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当
金及び保険税減免の制度を新設し、保障の充
実を図りました。

・地球環境を意識したリサイクル促進を通
じ、将来世代につなぐ循環型社会の構築を
推進します。

新型コロナウイルス感染症対策による外
出自粛に伴い、家庭ごみの排出量が増加し
ています。

＜新型コロナウイルス感染症の蔓延を機に＞
・ＡＩによる社会構造の変化が始まっていま
す。マイナンバーカードの普及促進とともに、
AI・RPAとの連携による申請手続や交付事務
の電子化、自動化を進めるなどして、窓口の
再構築や事務の分散化を検討すべきと考えま
す。
・社会保障の重要性が再認識されています。
傷病手当金や保険税減免の制度のほかに、持
続可能な社会保障に向け、市民が取り組むべ
き内容についても、理解を図る必要があると
考えます。
・レジ袋の有料化、ストローの廃止などが進
むなか、感染予防のための使い捨て容器が家
庭ごみとして排出されています。繰り返し使
用可能なテイクアウト容器の普及など、市で
も可能な取組も検討すべきと考えます。



経済支援の緊急対策として、飲食店支援、
人材スキルアップ支援、離職者等雇用事業
者支援、緊急つなぎ資金貸付、小瀬鵜飼・
日帰り入浴利用費助成、市民宿泊費助成な
どを実施するとともに、国県の支援策の周
知を行い、企業と労働者の支援を行いまし
た。

産業経済部長実行宣言

産業経済部の役割
【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

※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

武藤 好人
Muto Yoshihito

６

１年を通じて感じたこと

・刃物ミュージアム回廊「せきてらす」が
３月１９日にオープンし、関市の様々な魅
力の発信、新しい関市を創る場所としてス
タートしました。
「せきてらす」は、多くの方々のご理解
とご協力により完成することができました
が、今後も、企業や市民の皆さんの素晴ら
しい知恵とアイデア、活用を通して、関市
の産業と観光の情報発信拠点にしていきた
いと考えています。

重点事業の実施

・新型コロナ経済対策を迅速に取り組み、
「企業の事業継続」と「市民の雇用」を
確保します。

・社会経済環境に即した事業に取り組み、
「企業の競争力」を高めます。

セキビズではコロナ禍に対応した相談
で売上げアップを、みんサポではＷＥＢ
を活用した企業説明会や企業見学会など
で雇用確保を支援するとともに、IoT・IT
導入補助率を2/3に拡充して導入を支援し
ました。

・観光資源の創出と磨き上げにより、関市の
「観光ブランド力」を高めます。

新型コロナ感染収束を見据えての誘客プ
ロモーションとして、体験メニューの造成
とモニターツアーの企画に着手するととも
に、（株）ヒマラヤと板取地域の観光振興
に関する包括連携協定を締結し、誘客力
アップに向けた取組を実施しました。

・観光と刃物産業の情報発信拠点である
「刃物ミュージアム回廊」を整備します。

刃物ミュージアム回廊整備工事は、令
和３年１月末に完了し、3月19日に開所式、
20日・21日に公募により募集した参加者
とともにオープニングイベントを実施し
ました。

・地域の農業と農地を守るため、地域との
話し合いで「人・農地プラン」を推進し
ます。

人・農地プランは、市内を１３の地域に
分け、アンケートの実施、アンケート調査
などをもとに地図による耕作者状況を把握
した上で、地域ごとにプラン策定に向けた
話合いを実施し、１３地域のプランを策定
しました。

・森林配置計画に基づく森林整備により、
「災害に強い森づくり」を進めます。

未整備森林の整備を進めるため、モデル
地区として上之保鳥屋市地区を選定し、該
当する森林所有者に対して森林整備の実施
に関する意向調査を行い、当該地区におけ
る未整備森林の整備方針を確定しました。



基盤整備部長実行宣言

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・土地活用 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】 37下水道
※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

後藤 浩孝
Goto Hirotaka

基盤整備部参事実行宣言

大西 勉
Ohnishi  Tsutomu 

７

１年を通じて感じたこと

【部長】
・本年度は、新型コロナ感染症拡大、令和２年７
月豪雨災害など社会に大きなインパクトを与える
事象が発生し、私たちのこれまでの生活様式を変
えていかなければならない状況となっています。
・上善如水：水は柔らかくしなやかでありながら
実は何よりも強い
私は、この論語をモットーとしており、社会環
境の変化に謙虚な姿勢で順応し、その中で最適な
対応を考えて実施することで、少なからず成果を
上げることができました。
今後は、上善如水のように、変化に追従する柔
軟さと粘り強い対応が我々に求められていると感
じております。
【参事】
・大規模災害の発生自体を防ぐことはできないた
め、人的・経済被害を減らし、被災後に速やかに
機能を回復できる強靭な地域づくりが必要であり
ます。そのためには、市だけでなく、国、県、市
のあらゆる関係者が協働して対策を講じていくこ
とが重要と感じています。
・治水関係では、すでに国が中心になって「流域
治水プロジェクト」を進めており、本市も参画し、
国、県と連携して地域防災力の向上を図ることと
しています。

重点事業の実施

・交通の利便性向上を図るため、幹線道路
の整備を進めます。

国道156号岐阜東バイパスの第３工区（岐阜
市芥見～関市山田）に工事着手しました。東本
郷鋳物師屋線の完成、東山西田原線第２工区等
の整備など、市道の幹線道路の整備を推進しま
した。

・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。

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、桐谷川や桜台調整池等の土砂浚渫事業

や、上之保小樽等の砂防事業等を推進しました。

・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。

平賀第一、平賀第二土地区画整理事業を推
進しました。
本町BASEでのまちのにぎわい形成と魅力創

出に向けた社会実験を開始しました。
空き家等全戸調査を実施し、市内の空き家

等の状況を把握しました。
将来的に公共交通へ導入する可能性がある

自動運転車両の実証実験を実施しました。

・市道の防災対策、交通安全対策、老朽化
対策を集中的に実施します。

・上下水道事業の経営健全化、上下水道施
設の長寿命化、耐震化を推進します。

市道３ヵ年集中整備計画により、防災対策、
交通安全対策、老朽化対策を集中的に進めま
した。主なものとして、区画線設置58路線、
舗装補修45路線、橋梁の耐震化・補修８橋を
実施しました。

有収率の向上を図るため、９箇所の老朽管
の布設替えを行いました。
洞戸通元寺水源地の施設の長寿命化、耐震化
を実施しました。
下水道事業の健全経営を推進するために、今
年度から地方公営企業法の適用を行いました。



写真

会計課の役割

【会計課】
44財政運営 会計

※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

村瀬 富喜子
Murase Fukiko

会計管理者実行宣言

８

１年を通じて感じたこと

・毎日の支払い事務を円滑に進むよう努め
ました。
・債権の運用では、金利の動向に注視し、
より良い運用に努めました。

重点事業の実施

・収入・支出事務を迅速かつ適正に執行し
ます。

適正な実行に努めました。

・会計事務の効率化に努めます。

効率化を推進しました。

・公金の適正な管理と、安全かつ効率的な
運用に努めます。

効率的な運用に努めました。

・安全性を第一とした効率的な基金運用に
努めます。

安全性を重視した運用を行いました。



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

※数字は第5次総合計画の施策番号を表しています

西部 靖
Nishibu Osamu

９

１年を通じて感じたこと

・令和２年度は、新型コロナウイルス感染
症への対応で、学校の長期休業、分散登校、
主要な行事の縮小または中止、夏季休業の
短縮等、前例のない年でした。しかし、こ
のような中でも、トイレの洋式化や空調設
備更新等の教育環境の整備は計画以上に早
く進めることができました。特に、GIGAス
クール構想の計画は前倒しとなり、全児童
生徒にタブレット端末が一斉に配備された
ことは、思いもよらないＩＣＴ教育の急激
な進展でありました。
・関商工高等学校では、第１グラウンドの
改修を進め、本年度には給水・排水設備の
改修とトレーニングテントの整備を行いま
した。３年度にはグラウンド舗装を実施し
ます。
・新しくできた給食センターでは、本年1月
からアレルギー対応食配食を2小学校で先行
実施し、３年度（２学期）には全校を対象
に実施していく予定です。
・コロナ禍における事業等の実施制限はあ
りましたが、オンライン授業やオンライン
会議など新しいことへのチャレンジの年で
ありました。

重点事業の実施

・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。

小学校の屋内運動場照明のLED化が完了
し、引き続き、小・中学校のトイレの洋式
化や空調機の更新を進めました。

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

新しい学校給食センターは、関、洞戸、
武儀の３つのセンターを統合して、令和2
年8月から給食配食を開始しました。令和3
年1月からアレルギー対応食（鶏卵除去
食）の配食を2小学校で先行実施しました。

・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。

国の進めるGIGAスクール構想を活用し、
市内小中学校と関商工高等学校の全児童生
徒・教員に1人1タブレットを整備しました。
また、校内のWi-Fi環境や電子黒板機能付き
プロジェクターの設置などICT環境を整備し
ました。

・学習や学校生活に不安や困難さを抱えて
いる児童生徒の学びや学校生活への適応
を支援します。

「ふれあい教室」が中心となって、不登校
や引きこもり傾向の児童生徒・保護者に対す
る相談・支援の充実を図りました。通級者が
１日平均２人だったのが、１０月以降１日平
均５人になりました。iPadを活用し、国語、
算数・数学の学習を始めました。関係機関と
の連携強化や、保護者向けの会を開催するな
ど、児童生徒・保護者の困り感に寄り添う支
援を目指しました。

・研修や体験活動を通して、児童生徒の資質
向上を図り、次世代リーダーを育成します。

令和2年度は、新型コロナウイルスの影
響により、「中学生海外研修」、「中学生
リーダー研修」の開催はできませんでした
が、「関市私の主張大会」をオンラインで
行い、各学校の次年度のリーダーとなる2
年生が自らの主張を発表しました。発表や
運営委員の活動を通して、生徒一人ひとり
がリーダーとしての意識を高めることがで
きました。



西部 延則
Nishibu Nobunori

議会事務局長実行宣言

１０

１年を通じて感じたこと

議会事務局の役割

議会事務局は、主に「議会運営」「議
事調査」「議会広報」などに関すること
を所管しています。

・議会は住民から公選された議員で構成さ
れ、予算・条例などを審議し決定する「議
決機関」です。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）必要
な調整等を積極的に行いました。
また、市民に開かれ、より身近な市議会
にしていくためにも、積極的な情報公開を
進めていくことが必要であると感じました。
・議会事務局としては、議員のサポートを
行えるよう、更に、知識の向上に励み職務
を遂行していきます。

重点事業の実施

・分権社会に即した議会運営を推進します。

本会議や各種委員会において、議長、委
員長のサポートをするとともに、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。

・議会の監視機能、政策提言機能強化に努
めます。

協議・調整を行うための場（全員協議
会、会派代表者会議）において、建設的
で活発な審議、議論が行われるよう、事
前に執行部と会議の進め方、資料等の調
整を積極的に行い、円滑な議事運営を図
りました。

・市民に対し、速やかに議会情報の提供を
行い、身近で開かれた議会を目指します。

市民の方々に広く議会の活動内容を知っ
ていただくために、議会終了後に「議会だ
より」を発行するとともに本会議・委員会
の会議録をホームページに掲載しました。
また、インターネットによる本会議の生中
継を行いました。

・議会のIT化とペーパレス化を推進し、コ
スト削減に努めます。

タブレット端末を積極的に活用し、議案
をはじめ各種資料等の配信を行い、情報伝
達の迅速化を進めるとともに、ペーパーレ
ス化を推進し、コスト削減を図りました。


