
コロナワクチン接種　64歳以下の基礎疾患のある方へ

RIZAP健康セミナー（講義+運動体験） 【議会の新しい組織構成】
（敬称略 ◎= 委員長 ○= 副委員長）

◆議長
　市川隆也（小瀬・市議7期）

◆副議長
　後藤信一（赤渕・市議3期）

◆監査委員
　村山景一

◆議会運営委員会委員（8名）
　◎長屋和伸　○松田文男
　武藤記子　田中巧　渡辺英人
　鷲見勇　足立将裕　小森敬直　

◆常任委員会委員
　総務厚生委員会（8名）
　◎田中巧　○池村真一郎  
　武藤記子　村山景一　市川隆也　
　土屋雅義　猿渡直樹　石原教雅
　文教経済委員会（7名）
　◎足立将裕　○鷲見勇　
　長尾一郎　林裕之　三輪正善　
　長屋和伸　栗山守
　建設環境委員会（7名）
　◎渡辺英人　○浅野典之　
　後藤信一　波多野源司　幅永典　
　松田文男　小森敬直

【承認・同意された案件】
▼専決処分の承認（6 件）
・関市税条例等の一部を改正する条

例
・関市都市計画税条例の一部を改正

する条例
・関市介護保険条例の一部を改正す

る条例
・関市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例
・令和２年度関市一般会計補正予算
（第 1７号）

・令和３年度関市一般会計補正予算
（第１号）
▼関市小野財産区管理委員の選任
▼関市監査委員の選任 ( 議員選任 )
▼議会運営委員会の閉会中の継続調

査

照会先　議会事務局　☎23-9068

　現在、65 歳以上の高齢者を対象としたワクチン接種を進めています。高齢者の方の接種後は
基礎疾患のある方に優先的に接種します。対象となる方は関市ホームページから申請してくだ
さい。7 月中旬から順次接種券を送付しますので、接種券が届いたら集団接種会場または市内
個別医療機関に接種日を予約してください。接種開始時期は 8 月頃を予定しています。

市議会の新しい構成を決定
　令和３年市議会第２回臨時会を、５月１０日に開催しました。この議会では、議会の
新しい組織構成のほか、専決処分や諮問について、承認・同意をしました。

照会先
市民健康課  

（☎24-0111）

■以下の病気や状態で通院もしくは入院している人
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病 ( 高血圧を含む )
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病 ( 肝硬変など )
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気 ( 鉄欠乏性貧血を除く )
・免疫の機能が低下する病気 ( 治療中の悪性腫瘍を含む )
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態 ( 呼吸障害など )
・染色体異常
・重症心身障がい ( 重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態 )
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患 ( 精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手

帳を所持している、または自立支援医療 ( 精神通院医療 ) で「重度かつ継続」
に該当する場合 ) や知的障がい ( 療育手帳を所持している場合 )
■基準（BMI30以上）を満たす肥満の人

基礎疾患とは接種までの流れ

8月上旬
ワクチン接種

7月中旬～
接種の予約
接種券が届き次第、電話また
はインターネットから予約し
てください。

7月中旬～
接種券送付
対象者へ接種券を郵送します。

6月1日（火）～30日（水）
基礎疾患があることを申し出る
インターネットで必要
事項を記入

申込QR
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは、変更・中止となる場合があります。



対　　象 	市内在住で18歳以上の人
定　　員 	70人		※定員になり次第申込終了
持 ち 物 	筆記用具、水分、運動しやすい格好、マスク着用
申込方法 	インターネットで申込み
	 リンク先
	 https://www.city.seki.lg.jp/0000015184.html

申込期間 	6月7日（月）正午～18日（金）
照 会 先 	市民健康課（☎24-0111）

RIZAP健康セミナー（講義+運動体験）

健康になりたい人、痩せたい人必見
RIZAPメソッドで健康＆理想のボディに！
今日からすぐ実践できる改善方法や
トレーニング方法を伝授します。

生活習慣を振り返ろう
・	太りやすい度チェック
・	肥満がもたらす生活習慣病のリスク
・	体験者のビフォーアフター

RIZAP メソッド
・	脂肪燃焼効果を追求したRIZAPメソッド
・	適切な食事や習慣化の秘訣
・	RIZAPトレーナーのマル秘テクニック

運動体験
・	腰痛や肩こりを解消するエクササイズ
・	自宅でできるストレッチ

7月3日（土）
午前10時30分～午後0時30分
場所：せきてらす多目的ホール

参加費
無料

昨年度セミナーを受講した人の変化

受講するとこんなに意識が変わる!!

コロナに負けない！ 体作り！

メタボ予防企画！
昨年度開催したRIZAPの健康セミナーを
今年度も開催します。

【参加して良かった理由】
●有益な知識が増えた（41名）
●仕事のモチベーションが向上した（3名）
●気持ちがポジティブになった（31名）
●参加者同士でコミュニケーションがとれた（5名）
●リフレッシュできた（20名）
●その他（1名）

①必要性は感じていない
②必要性は理解しているが行動に移せない
③近いうちに行動に移そうと思っている
④すでに行動している
⑤行動し、６か月以上経っている

参加前、健康に対する意識はどの程度ありましたか？ 参加後、健康に対する意識はどの程度ありましたか？

①必要性は感じていない
②必要性は理解しているが行動に移せない
③近いうちに行動に移そうと思っている
④明日から実践する
⑤すでに行動しているものにプラスする

満足度調査 意識変容調査

満足度
98％ 30 人が

意識変容！
（97％）
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照会先 行政情報課  （☎23-6802）

令和 2 年度関市個人情報の開示などの実施状況

1. 請求者別の請求状況
区分 市内在住者 その他 合計

件
　
数

開　示 46 0 46

部分開示 1 0 1

訂　正 0 0 0

削　除 0 0 0

差止め 0 0 0

2. 実施機関別の請求状況
実施機関 請求の区分 件数

市長

財務部 開示 43

健康福祉部
開示 1

部分開示 1

市民環境部 開示 2

3. 開示などの決定状況および不服申立て状況
区分 件数

開示 46

部分開示 1

非開示 0

訂正・削除・差止決定 0

訂正・削除・差止拒否決定 0

不存在 0

不服申立て申請 0

4. 開示などの請求に対する決定をした文書【決定状況】
◦	女性相談経過記録表【部分開示】
◦	市民税・県民税申告書等（４２件）【開示（４２件）】　
◦	軽自動車税納税義務発生申告書【開示】
◦	住民表・印鑑・戸籍等交付申請書【開示】
◦	診療報酬明細書【開示】
◦	関市特定健康診査情報提供事業に関する結果【開示】

◦	関市制施行７０周年記念誌印刷製本業務　プロポーザル審
査表【公開】

◦	契約第２２９１号工事請負契約書【公開】
◦	にぎわい横丁整備に伴う仮設店舗等借上に係る書類（２件）
【公開（１件）部分公開（１件）】
◦	賃貸借契約書【部分公開】
◦	刃物ミュージアム回廊基本設計・実施設計等業務に係る書類
（１１件）【公開（５件）部分公開（４件）不存在（２件）】
◦	神明前雨水幹線に関する資料【公開】
◦	関市文化会館の建物および庭園の図面等（２件）【公開（２件）】
◦	総合斎苑火葬業務委託に係る書類（２件）【公開（１件）不
存在（１件）】

◦	令和３年度用教科書採択研究員名簿等（６件）【公開（６件）】
◦	関市指定重要文化財への不承継について【公開】
◦	美濃地区採択協議会研究員名簿【公開】
◦	認可地縁団体の告示事項の変更届について【公開】
◦	小野消防団車庫詰所等解体工事の工事設計内訳明細書【公
開】

◦	社会資本整備総合交付金事業　耐震補強工事等（７件）【公
開（７件）】

◦	関市上下水道使用料徴収業務委託に係る書類（２件）【公開（１
件）部分公開（１件）】

◦	関市民球場改修（建築物解体）工事に係る書類（３件）【公
開（３件）】

◦	農業施設維持管理業務委託の予定価格調書について【公開】
◦	関市指定無形文化財申請時に添付された獅子舞芝居の由来
に関する資料【公開】

◦	指定管理者募集要綱に基づき提出された応募書類に係る書類
【公開】
◦	刃物ミュージアム回廊整備（建築・外構等）工事設計書等
に係る書類（４件）【公開（４件）】

◦	同報無線、自主防災会に関する資料（２件）【公開（１件）
部分公開（１件）】

◦	タイヤ購入の取引業者の社名の公開【公開】
◦	一般社団法人の創業時からの会計帳簿等【不存在】
◦	営利企業等従事許可申請に係る書類【公開】
◦	再犯防止対策の推進に向けた保護司活動に対する一層の御
理解・御協力について（依頼）【公開】

◦	再建築費評点数計算書【公開】
◦	関市開発指導要綱に基づく開発行為に関する事業計画書【部
分公開】

◦	関市馬場出地内水路改修に関する設計図書一式【公開】
◦	上之保さつき会館・アリーナ解体工事に係る書類【公開】
◦	支出負担行為決議書（２件）【公開（２件）】
◦	小中学校教職員の結核検診業務委託の見積状況書【公開】
◦	第三者委員会が取りまとめたいじめ防止対策推進法に規定
する重大事態に関する調査報告書等【不存在】
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　市には、情報公開に関する２つの条例があります。市が保有している情報を市民の皆さんからの請求に応じ
て公開するための「公文書公開条例」と、市民の皆さんの個人情報を適正に取り扱うための「個人情報保護条
例」です。
　これらの条例の内容と実施状況などをご紹介します。

■ 利用できる人は
	 ▶市内に住んでいる人
	 ▶市内に事業所などがある人や法人など
	 ▶市内に通勤、通学している人
	 ▶市に利害関係がある人
　※これら以外の人からの請求にも応えるよう努めています。

■ 公開できる情報は
　市の機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、
公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会、議会）の職員が、職務上作成または取
得した公文書です。
■ 公開できない情報もあります
　公文書は公開することが原則です。しかし、個人
情報に関するものや、法人などの事業活動に不利益
を与えるものなどは非公開になります。

■ 個人情報は適正に維持管理します
　市が持っている個人情報は、他人に漏れることが
ないように管理します。また、不必要な個人情報は
速やかに廃棄します。
■ 個人情報の収集の制限
　市は、事務に必要な最小限の範囲で、目的を明ら
かにして、適法・公正な方法で原則として本人から
個人情報を収集します。
■ 自分の情報をチェックできます
　▶	自分の情報をチェックしたいとき	.........開示請求　
　▶	自分の情報に誤りがあるとき	...................訂正請求　
　▶	市が決められた手続に違反して、
	 	 情報を収集したとき	.........................................削除請求
　▶	市が決められた手続に違反して、
	 	 情報を利用しているとき	.........................差止め請求

　市民の皆さんの公文書の公開を求める権利を明
らかにし、公文書を公開するために必要な事項を定
めています。

　市民の皆さんが自分の個人情報の開示を求める
権利を保障するとともに、適正な取扱いに関し必要
な事項を定めています。

公文書公開条例

令和 2 年度関市公文書公開の実施状況

個人情報保護条例

公文書公開制度と個人情報保護制度

区分 市内在住者 その他 合計
件数 38 24 62

1. 請求者別の請求状況

2. 実施機関別の請求状況
実施機関 件数

市長

市 長 公 室 6

財　務　部 3

協働推進部 10

健康福祉部 1

市民環境部 1

産業経済部 15

基盤整備部 16

教育委員会 9

監 査 委 員 1

合　　　計 62

※	1件の請求に対して2以上の決定をしたものがあるため、件数の合計は一致しません。
※	「部分公開」とは、文書の中に個人情報などが含まれている場合にその部分を除いて公開
することです。「不存在」とは、請求された文書が存在しない場合です。

区分 件数

公開 55

部分公開 9

非公開 0

不存在 5

不服立て申請 0

3. 公開決定状況および不服申立て状況

4. 公開請求に対する決定をした文書【決定状況】
◦	関市水道事業給配水および受託工事用材料単価一覧表（２件）
【公開（２件）】
◦	関市文化会館特定天井等改修工事の設計業務委託契約解除
に関する資料【公開】

◦	住民監査請求に基づく関係人調査について【公開】
◦	見積結果状況書【公開】
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