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１ 市民意見の傾向について 

（１）せきのまちづくり通信簿の結果について 

～関市への居住意向～ 

■関市が住みよいまちだと感じますか。（図１-１）         

  関市が住みよいまちだと感じるかについて、「住みよい」は増加傾向、「住みにくい」 

は減少傾向であり、前期におけるまちづくりは評価されています。 

  地域別（図 1-2）でみると、各地域の「住みよい」の割合は、関地域と比べ毎年 

10～20%ほど低い割合で推移しています。人口減少・少子高齢化が先行している各地 

域での生活課題による不便さを解消する取組が必要であると思われます。 

■関市に誇りや愛着を感じていますか。（図 2－1）（図 2－2）         

 関市に誇りや愛着を感じるかについては、年々上昇傾向となっていますが、一方で 

愛着を感じていない割合も増加傾向となっています。また、地域別でみると、関地域 

に比べ各地域における愛着度は全体的に低い傾向であります。 

 年代別では、10歳代から 30歳代の若年層で愛着を感じる割合が高く、小中学校で 

の郷土教育をはじめ、日本一の刃物のまちであることや豊かな自然があることが誇り 

や愛着につながっていると思われます。今後は、刃物と合わせ、本市の特色である豊 

かな自然を一層磨き、自然に着目したイベントや保全活動の展開、若年層の愛着度の 

高まりに資する SNSやメディアの活用が必要です。 

 

（２）団体とのワークショップやアンケート結果について 

 市民や各種団体とのヒアリングやせきのまちづくり通信簿に寄せられた意見を受け、

市の取組案をまとめました。 

＜意見の傾向＞ 

・「関市に住み続けていくために重要なこと」「今後のまちづくりに期待する分野」とも 

 に、高齢者や障がい者などすべての人が安心して暮らせることや子育てサポートが充 

実していることなどの【健康・福祉・子育て】及び道路や公共交通などインフラが整 

っていることなどの【生活基盤】の分野があげられています。 

・関市の魅力について【自然が豊か】【日本一の刃物のまち】が多くあげられました。 

 

 

実施内容 実施方法 件数 

せきのまちづくり通信簿 郵便 回答数 1,235件/3,000件 

市民アンケート ＷＥＢ 回答数  292件 

子育て世代アンケート ＷＥＢ 回答数  501件 

高校生アンケート ＷＥＢ  回答数  608件 

市民・団体ヒアリング 対面  実施数  16回（延べ 185名参加） 
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①「人」を豊かに 

＜分野＞ ＜意見＞ ＜市の取組案＞ 

福祉 

●高齢期における買い物・通院な

ど移動が不安である。 

●介護サービス等に地域差が生じ

ている。 

●一時預かり保育や病児保育の充

実等、仕事と子育ての両立支援が

必要である。 

●子育ての悩みを相談できる場所

や、ママ同士などが地域でのコミ

ュニティ作りをできる機会が欲し

い。 

▶高齢化に対応した移動手段の確

保 

▶地域差のないサービス体制の確

保  

▶一時保育や病児保育の利便性の

向上 

 

▶LINE や SNS による子育て情報の

発信強化 

▶子育て支援施設での親子イベン

ト等の充実 

教育 

●タブレットを有効活用した授業

を行ってほしい。 

●地元企業との連携によるキャリ

ア教育や郷土愛醸成に繋がる取組

を推進すべき。 

●夏休みに子どもを預けられる所

がなく困っている。 

▶タブレットや電子黒板等を活用

した効果的な学習支援 

▶企業連携による出前講座 

▶ふるさと学習ガイドブックの活

用・更新 

▶留守家庭児童教室の民間委託や

教室の改修など受入体制の充実 

 

②まちを豊かに 

＜分野＞ ＜意見＞ ＜市の取組案＞ 

地域づくり 

・協働 

●地域住民が助け合って地域生活

を送ることや、地域組織の活性化

が大事。 

●関市に住む外国人への支援や、

LGBTについての周知に取り組んで

もらいたい。 

▶各地域委員会の振興計画見直し

による地域支え合い体制の構築 

 

▶多言語通訳サービス導入やパー

トナーシップ宣誓制度の運用 

過疎対策 

・地域振興 

●過疎地域周辺や市郊外では、通

院、買い物、行政サービス等の利

便性に地域差が生じている。 

●旧郡部にも目を向けてもらい、

地域で安心して暮らせるような施

策を期待している。 

▶買い物支援 

▶集落支援員事業の充実 

▶地域資源の掘り起こしによる地

域振興（地域の宝磨き上げ事業の

拡充） 

商工業・観光 

●子育て世代が安心して働ける企

業の誘致など、働く場所を増やし

てほしい。 

●脱炭素社会の実現や DX 化に取

り組む事業者向けの補助金創設を

▶民間土地の情報収集（工 BANK）の

推進及び企業誘致 

▶働きやすい職場の掘り起こしな

ど仕事と家庭の両立支援 

▶DX化・脱炭素支援 
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望む。 

●起業家を増やすことや中小企業

への人材確保のため、地元高校生

や U ターン転職者をターゲットに

したアプローチが必要である。 

●刃物産業を PRし、産業観光に取

り組む必要がある。 

 

 

 

▶クラウドファンディング創業応

援事業 

▶みんなの就職サポートセンター

の充実による地元への就職促進 

▶刃物や自然など地域の特性を活

かした「体験メニュー」の提供 

農業・林業 

●いつも農作物が被害にあうた

め、鳥獣害対策を強力に進めてほ

しい。 

●荒廃農地や未耕作地が増え、農

業後継者も少なくなると、農業が

衰退してしまう。 

●山林の整備を市としてもっと取

り組んでほしい。 

▶鳥獣害対策セミナー開催など有

害鳥獣対策の強化 

 

▶荒廃農地抑制対策の強化や耕作

条件不利農地の活用 

 

▶未整備となっている人工林の間

伐事業実施 

▶水源かん養機能強化のための森

林整備 

 

③「暮らし」を豊かに 

＜分野＞ ＜意見＞ ＜市の取組案＞ 

防災・ 

交通安全 

●防災に取り組む人材や組織が少

なく、市民全体の防災意識を高め

る必要がある。 

●高齢ドライバーの方で、夜間の

無灯火や信号無視などよく見かけ

るため対応が必要である。 

▶防災基本条例の制定 

▶防災情報発信手段の複層化 

▶高齢者のドライビングスクール

の開催や急発進抑制装置の普及支

援 

 

循環型社会・ 

環境保全 

●地球温暖化が深刻であり、ゴミ

削減、エコ運転など地球を守る取

組を進めてほしい。 

●ゴミの分別の啓発や、再資源化

に積極的に取り組んでほしい。 

▶市民及び事業者への啓発 

▶不用品交換や再利用の仕組みづ

くり（不用品マルシェなど） 

▶ゴミ分別アプリの利用促進や分

別の適正化の啓発推進 

都市基盤整備 

●放置された土地や空き家が多く

地域に迷惑であるため、管理指導

や利用方法を考えてほしい。 

●道路が狭い、起伏がある、水は

けが悪い。 

●本町通に活気がなく寂しく感じ

ている。 

▶所有者への意向確認の促進など

空き家対策の強化 

▶空き家・空き地・空き店舗対策の

推進 

▶市道の拡幅や交差点改良 

▶本町 BASE や古民家「あいせき」

を活用した市街地の周遊促進 
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公共交通 

●関市で便利に過ごすには車が必

需品になっており、高齢になった

時が不安である。 

●名古屋や岐阜方面への通学がし

やすいように施策を打ち出してほ

しい。 

●地域のコミュニティバスが不便

であるため、住民の意見を聞くと

よい。 

▶高齢者が利用しやすいバス運行 

 

 

▶ニーズにあった通学者への助成 

 

 

▶その地域に最適な運行方法の検

討、自動運転バスの研究  

 

④行財政運営等 

＜分野＞ ＜意見＞ ＜市の取組案＞ 

シティプロモー

ション 

●若者への住宅確保支援や、ネッ

ト環境を充実すれば過疎地を含め

移住者が増えるのではないか。 

●外へ出て関市の良さも解った

が、交通インフラの脆弱さなど弱

点に勝る魅力を見える化すべき。 

●イベント等の情報発信がバラバ

ラで分かりにくい。 

▶移住定住応援券事業や結婚新生

活支援金など各種奨励施策の実施 

▶情報通信速度の格差是正 

▶オンラインを活用した都市部な

どへの効果的なプロモーション 

▶より分かりやすく伝えるため情

報発信媒体（広報、ホームページ

など）のリニューアル 

行財政運営 

●デジタル社会に向けた施策が必

要。 

●市がどのような施策をどれだけ

実施しているのか知る機会がな

い。 

●市の使っていない施設や土地を

活用したくてもどこに何があるか

わからない。 

▶行政窓口や手続きのオンライン

化の推進 

▶情報発信媒体のリニューアル 

 

 

▶市保有の遊休施設、土地の積極的

な情報提供  
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２ 関市第５次総合計画前期基本計画の状況について 

（１）人口状況について 

近年の自然動態をみると、出生数は継続して減少傾向、死亡数は増加傾向にあり、 

自然減の傾向が大きくなっています。（図３） 

平成 30年、令和元年には転入数が転出数を上回って社会増となっていましたが、 

令和２年には転入者数が大きく減少し、500人強の減少となりました。この増減は外 

国人の動態が大きく影響しています。（図４） 

■20歳～30歳代の人口推移 

20歳代は、男女ともに職業上による転出が多く、女性では 20歳代後半から 30歳 

代前半にかけ結婚等による転出も多くなっています。（図５） 

若年女性の減少は出生数の減少にもつながる可能性があるため、この世代の転出を 

抑制する取組が大変重要になります。 

■課題と取組 

転出した全世代総数のうち、20歳～30歳代の割合は 47.7%であり、この年代の転 

出がほぼ半数近くと非常に多くなっており、特に女性は 52.3%とより顕著になってい 

ます。主な移動理由は「職業上」と「結婚等」を理由としていますが、転出先をみる 

と県内は 47.6%、愛知県は 24.4%と近隣での移動が７割を超えています。（図６） 

また、社会増にある美濃加茂市や富加町では、「住宅事情による転入」が増加して 

いますが、関市はこの理由による転入が弱い傾向になっています。 

注力すべき取組 

・20～30歳代の女性が転出しなくても職を選択することができる雇用の場の創出 

 ・優良な住宅地の確保など、20～40歳代の転入や定住を促進させるための取組 

■人口対策の取組状況について 

 ①子どもを生み育てやすい環境づくり（図７） 

  ◎子育て応援券の交付、0～2歳児へのごみ袋交付、子育て支援施設の拡充に 

よる満足度の向上 

   〇延長・一時保育等保育サービスの充実 

      ▲仕事と子育ての両立する支援（未満児や子どもの預け入れ体制の拡充） 

   ▲保育士人材バンク 

  ②移住定住の促進と結婚支援 

   ◎結婚相談支援事業（成婚数やお見合い取組件数の増加）（図８） 

   〇移住定住応援券（子育て世代定住促進奨励金の見直し） 

   ▲移住者数 

▲移住コーディネーター 
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（２）ＳＥＫＩｉｓｍプロジェクトの状況 

①地域経済循環 

●若者・女性・高齢者の雇用促進 

 

 

※注１ 一定数以上の従業員を雇用する企業 

・女性従業員数は増加しており、Ｈ30からＲ2への増加率は男性の 109.5％に対し女性

は 118.9％と上回っています。しかし、人数に着目すると全体の 2割程度と男性と比

べ大幅に少ない状況です。女性が働きたくなる場や環境が求められます。 

・高校生の市内就職率も年々増加しており、労働力の市外への流出を防ぐために企業説

明会や企業見学など、引き続き市内就職率の向上に資する取組が必要です。 

●起業創業支援 

 H30 R元 R2 

相談件数 207 184 180 

創業者数 18 19 16 

・関市ビジネスサポートセンターにおける起業創業相談件数をみると、相談件数は 

減少傾向にあるものの、毎年一定の創業者数を確保しており、新たな雇用の創出や 

市民所得向上に繋がる土壌ができつつあります。 

●刃物産業の高付加価値化 

 H30 R元 R2 

刃物の製造品出荷額 4,196,326万円 4,227,653万円 4,557,587万円 

・工業統計調査によると、刃物製品の製造品出荷額は毎年増加しており、見本市への出

展支援や IoT・ロボット化支援、刃物のまちとしてのプロモーションなど地域産業の

成長を支援し、更なる拡大を目指します。 

②地域力向上 

●地域委員会・市民協働の推進 

 Ｈ30 R元 R2 R3 

地域活動の参加率（%） 59.0 63.8 52.5 50.8 

地域委員会活動事業数 258 277 150 未定 

市民活動助成採択事業数 15 16 7 未定 

・地域活動の参加率や地域委員会活動事業数など地域における取組について、令和元年

 H30 R元 R2 

製造業企業数（社） ※注 1 208 216 229 

製造業正社員数（人） 10,189 10,173 11,365 

うち、男性従業員数（人） 7,988 7,957 8,748 

うち、女性従業員数（人） 2,201 2,216 2,617 

高校生市内就職率（%） 38.4 40.4 44.8 
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度に増加したものの令和 2年度には減少に転じており、コロナ禍における活動自粛が

影響したと考えられます。 

●地域防災体制の強化 

 Ｈ30 R元 R2 R3 

自主防災会防災訓練開催数 131 162 5 未定 

・自主防災会の防災訓練開催数は、令和元年度には増加し、市民の防災意識の高さが見

えていたものの、令和 2年度には大きく減少しており、コロナの影響を受けたものと

考えられます。令和 3 年度にはデジタル技術を活用した防災フェアを実施したため、

今後も市民が参加しやすい方法で防災について考える機会の提供が必要です。 

●移住の促進 

 H30 R元 R2 R4目標 

移住者数（空き家バンク利用者） 6 15 10 35 

・空き家バンクを利用した移住者数は、令和 4 年の目標値である 35 人に対して実績値

は大きく下回っており、市外への情報発信や優良な空き家の掘り起こしをより一層効

果的に行う必要があります。 

③地域愛醸成 

●シティプロモーション 

 H30 R元 R2 R3 

愛着を感じている 61.1 64.3 64.1 66.2 

愛着を感じていない 17.9 20.2 24.3 22.1 

・関市に誇りや愛着を感じるかについては、年々上昇傾向となっていますが、一方で 

 愛着を感じていない割合も増加傾向となり、二極化が進んでいます。 

●定住の促進 

＜関市が住みよいまちだと感じますか、関市に住み続けたいと感じますか＞ 

 H30 R元 R2 R3 

住みよい 74.2 76.8 78.4 77.9 

住み続けたい 79.6 80.4 82.8 81.4 

・関市が住みよいまちだと感じている市民の割合は増加傾向にあり、住み続けたいと感

じている市民の割合も近年は 8割以上となっています。 

●日本一の刃物のまち、長良川等の自然 

＜まちづくり通信簿：関市についてあなたが自慢できることは何ですか＞ 

 回答数 

（1,235件中） 
回答割合 

きれいな川や山などの豊かな自然環

境やおいしい水 
763 61.8 

日本一の刃物のまち 692 56.0 
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＜高校生アンケート：あなたが思う、関市の魅力は何ですか＞ 

 回答数 

（608件中） 
回答割合 

自然が豊かであること 353 58.1 

日本一の刃物のまちであること 341 56.1 

・市民 3,000 人を対象としたせきのまちづくり通信簿および市内高校生 608 人を対象とし

た高校生アンケートの結果、関市について自慢できることや魅力として「自然」「刃物」

と回答する割合が 5 割以上となりました。引き続き市民の郷土愛の醸成に努める取組が

必要です。 

 

３ 後期基本計画の主な課題について 

課題１：産業基盤強化に向けた、新たな時代への対応促進 

 市内産業全体では、利益は年々減少傾向となっており、またカーボンニュートラル 

への取組やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション：進化したＩＴ技術を浸透させ 

ることで、人々の生活をより良いものへ変革させる概念）の導入といった新たな時代 

への対応を促進するなど産業基盤の強化が必要となります。  

取組の方向性 取組案 

中小企業の販路拡大とカーボンニュートラルや

戦略的なＤＸ投資による競争力強化 

ＤＸ総合支援事業 

脱炭素経営の促進事業 

創業支援・後継者問題対策 

人材の確保強化 

クラウドファンディング創業応援事業 

事業承継支援事業 

人材確保支援 

産業観光の推進 ものづくり体験の推進 

市民及び市内事業者との連携 

インバウンド対策 

  

課題２：若い世代、特に女性が働きたくなる場・住みやすい環境の創出 

20歳代～30歳代の若者、特に女性が仕事や結婚などを理由とする転出が顕著であ 

るため、働きたくなる企業の誘致など雇用の場の創出と優良な住宅地の確保といっ 

た若者のニーズに沿った取組が転出抑制につながると思われます。 

取組の方向性 取組案 

市内企業への雇用支援 みんなの就職サポートセンターの充実 

働くことを希望する女性への支援 働きやすい職場づくりの啓発 

女性活躍セミナーの開催 

家庭と仕事の両立支援 

男性の家事や育児参加の推進 
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利便性の高い都市の形成 土地区画整理事業の推進 

都市計画道路の見直し 

結婚を望む市民への支援 婚活サポートセンターの運営 

会員向け婚活セミナーの開催 

婚活アドバイザーによる結婚相談 

 

課題３：住みよさや愛着心につなげる取組の推進 

  「関市が住みよいまちだと感じる割合」や「関市に誇りや愛着を感じる割合」では、 

関地域と各地域では感じ方に違いが生じています。地域ごとのワークショップで、人 

口減少・少子高齢化の進行による生活の不便さに関心が集まっていたため、いつまで 

も安心して暮らすために求められる取組に注力する必要があります。 

取組の方向性 取組案 

住み慣れた地域にいつまでも安心して暮らせる

環境づくり 

集落支援員事業の拡充 

買い物支援 

高齢化に対応した移動手段の確保 

鳥獣害対策支援 

介護サービスの提供 地域差のないサービス体制の確保 

ホームヘルパー等の介護人材確保 

ＩＣＴを活用した地域活性化 

情報基盤の確保 

デジタル通信技術を活用した課題解決 

ブロードバンド施設機器の更新 

郷土愛の醸成 市の文化に触れた独自教材の活用 

市のイメージアップ事業 

豊かな自然の活用や保全活動 

自然を活用した取組の推進 自然体験メニューの活用 

自然保全活動の推進 

地域の宝磨き上げ事業の活用 

  

課題４：防災対策の更なる強化 

  気候変動の影響を受け、近年全国各地で災害級の豪雨が頻発していますが、自主防 

災会の防災訓練開催数は、コロナ禍で大きく減少しております。いつ発生してもおか 

しくない自然災害に備えるため、今後も自助・共助の重要さの啓発も含め、防災体制 

を一層強化していく必要があります。 

取組の方向性 取組案 

水災害の激甚化・頻発化に備えた体制整備 防災基本条例の制定 

防災情報発信手段の複層化 

災害に強い森林整備 水源かん養機能強化のための森林整備 
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集中豪雨などによる水害の防止 排水路整備 

河川・調整池浚渫 

災害に対する自助・共助意識の啓発 災害避難カード作成事業 

出前講座の充実 

防災リーダーの育成及び連携事業 

 

課題５：若者から高齢者まで誰もが活躍できる社会の実現 

 地域活動に参加意向がある生徒ほど、市への愛着と定住意向が高く、逆に参加した 

いと思わない生徒は、愛着と定住意向が弱い結果となっています。（図 9）このことか 

ら、ボランティア活動や地域での活動は、市への愛着度や満足度向上につながり、そ 

れが定住意向やＵターン意向につながるといった好循環の関係となることがわかり 

ます。参加したいと思わせる多様なテーマや参加しやすい期間の設定、様々な企業・ 

事業者との交流など若者が興味・関心を持ち、参加の動機づけとなる環境づくりが必 

要です。 

 取組の方向性 取組案 

若者の地域活動への参加機会の提供 若者を対象にしたＬＩＮＥの作成 

古民家「あいせき」の活用 

時代に合った多様な学習機会の提供 ＩＣＴを活用したライフスタイルに応じ

た学習機会の提供 

生涯スポーツの推進 年齢層ごとのニーズに合わせた取組 

高齢者の社会参加の支援 高齢者に対するデジタル機器の利用支援 

移動手段の確保 

 

課題６：子育て・教育世代を支える更なる取組 

 子育て世代を対象にした聞き取り調査では、現在は育児休業中という共働き世帯が 

ほとんどを占めており、アンケートでも共働きを意識した「仕事と子育ての両立でき 

る支援」と「手助けが必要なときの育児支援」を求める声が非常に多くあります。夫 

婦ともに仕事を続けるためには、子どもの預け入れや体調がすぐれない時の支援が必 

要です。今後、未満児の受入れや金銭的負担の軽減、一時保育、病児・病後児保育、 

延長保育、小学校での留守家庭児童教室の拡充化など、子どもの成長ごとの多種多様 

なニーズに対する取組を検討していく必要があります。 

取組の方向性 取組案 

保護者のニーズに応じた多様な保育サービスの提供 利用しやすいサービスの提供 

（一時保育、病児病後児保育等） 

親同士の交流促進 

子育ての支援体制の整備 子育て支援拠点の充実 



11 

 

子育てＬＩＮＥ等情報発信の充実 

重層的支援体制の構築 子ども家庭総合支援拠点の拡充 

放課後における学びや遊び場の充実 留守家庭児童教室の充実 

学校の相談・支援体制の構築 不登校予防対策の充実 

ヤングケアラーなどへの支援 

 

４ 社会潮流と重点取組について 

①環境に対する意識の高まりとカーボンニュートラルの実現 

 全国的に「ゼロカーボンシティ宣言」を行う自治体が増加しており、関市でも、2050 

年まで温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを 

２月に宣言しました。行政のみならず、企業や市民一人ひとりがそれぞれの立場にお 

いてカーボンニュートラルの実現に向けた取組を加速していく必要があります。  

取組の方向性 取組案 

市民への取組 環境意識の普及啓発 

市民参加イベントの実施 

環境教育の推進 

脱炭素化に向けた取組の支援 

事業者への取組 環境負荷を意識した事業活動の推進 

セミナー等の実施 

再エネ設備導入の支援 

技術的アドバイスの提供 

行政の取組 電力使用量やＣＯ２排出量の調査 

電気自動車の購入 

公共施設のＬＥＤ化の推進 

再生可能エネルギーの率先利用 

   

②様々な分野での新技術の活用・ＤＸの推進 

  情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な発達と、情報通信機器の普及・多様化により、 

人々の生活、経済活動、サービス、社会の仕組みなどが大きく変化しています。 

  コロナ禍により、感染症対策としての在宅勤務（テレワーク）や WEB会議が一般的 

になり、学校教育では、「GIGAスクール構想」として児童生徒 1人１台端末の整備と 

それを活用した授業が始まりました。 

 今後も、日々進化する ICT技術を活用することで、人口減少・少子高齢化による地 

域課題の解決、業務の効率化や新たな市民サービス向上につなげます。 
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取組の方向性 取組案 

ＩＣＴを活用した地域活性化 デジタル通信技術の活用 

通信環境の整備 

スマートフォンの活用 

オープンデータの利活用推進 ビックデータの分析 

ＩＣＴを活用した利便性向上の推進 オンライン窓口の推進 

市役所のスマート窓口化 

地域の情報基盤の確保・充実 通信速度の高速化 

テレビ難視聴地域対策 

マイナンバーを活用した利便性向上 行政サービスのオンライン化 

まちづくりへのＩＣＴ活用 オンラインによる交流機会の提供 

地域活動のデジタル化の推進 

多言語通訳サービスの導入 

 

③公共施設等の総合的な管理の推進 

  市が所有する教育文化施設や福祉施設などの建築物施設や道路、橋りょうなどの 

インフラ資産の公共施設等は、一斉に耐用年数を迎えるため、施設の改修や更新に多 

額の費用を要します。 

 人口減少・少子高齢化の進展や社会情勢の変化で、必要とされる公共サービスのニ 

ーズも今後変化することが予想されます。 

  計画的な維持・更新により施設の改修や更新費用の平準化、民間の活用、跡地の貸 

付や譲渡等などを今まで以上に推進するために統括的な管理が重要です。 

取組の方向性 取組案 

財産の適正な管理 適正な維持修繕 

施設の長寿命化 

民間の活用 

計画的な施設改修や解体 

財産の有効活用 財産の貸付 

未利用財産の売却 

積極的な情報提供 

統括的な管理の推進 市有施設の一体的な管理 

 

④感染症対策の実施 

  新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことで、感染症対策として人と人と 

の接触を大幅に減らすことが必要となり、社会経済全体に大きな影響が生じました。 

 収束の見通しが立たない中、長期間にわたり新型コロナウイルス感染症とともに生 
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きていかなければならないという認識に立ちつつ、「アフターコロナ」「ウィズコロナ」 

を意識した取組を進めていく必要があります。 

取組の方向性 取組案 

感染に係る積極的な情報提供や対策の啓発 情報発信の多様化 

基本的な感染予防対策の啓発 

市民に対する必要な支援の実施 生活困窮者への支援 

働くことを希望する人への就業対策 

事業者への経済活動に対する対応要請や経済支援の実施 地域経済活動の活性化に資する取組 

ＥＣサイト活用支援 

就園児や小中学校の児童生徒に対する学びの環境整備 集団活動での感染対策の実施 

オンライン授業の実施 

ＩＣＴ活用における必要な支援 

預け入れ体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


