
 

令和４年度関市予算（案） 

新規事業等の概要 

 

 

１ 関市国民健康保険コロナ対策臨時特別商品券（せきチケ）※ 【保険年金課】 

２ クラウドファンディング創業応援 ※             【商工課】 

３ 事業継承支援 ※                      【商工課】 

４ 道の駅「ラステンほらど」「むげ川」改修 ※          【観光課】 

５ 災害避難カード作成                   【危機管理課】 

６ 地域防災計画改訂・防災ガイドブック作成 ※       【危機管理課】 

７ 水田活用貯水対策（田んぼダム） ※             【農林課】 

８ ブロードバンド施設機器更新 ※             【行政情報課】 

９ ＤＸ総合支援                         【商工課】 

１０ マイナンバーカードオンライン申請支援機器導入 ※      【市民課】 

１１ ゼロカーボンシティ啓発 ※                  【環境課】 

１２ ものづくり脱炭素経営促進 ※                【商工課】 

１３ 森のエネルギー利用促進 ※                 【農林課】 

１４ 林地残材木質バイオマス利用促進               【農林課】 

１５ 富岡保育園・富岡小留守家庭児童教室新築 ※【子ども家庭課・教育総務課】 

１６ 健康増進事業                      【市民健康課】 

１７ 適応指導教室「ふれあい教室」              【学校教育課】 

１８ パートナーシップ宣誓制度導入 ※            【市民協働課】 

１９ 地域の宝磨き上げ                   【各地域事務所】 

２０ 市道３か年集中整備計画                   【土木課】 

２１ 古民家あいせき                     【都市計画課】 

２２ 歩いて楽しい空間づくり                 【都市計画課】 

２３ 結婚新生活支援                     【企画広報課】 

２４ 関市民球場完成記念イベント ※            【スポーツ推進課】 

２５ 観光プロモーション動画制作                 【観光課】 

２６ アウトドアイベント                     【観光課】 

 

 ※ 新規事業 
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 1 関市国民健康保険コロナ対策臨時特別商品券（せきチケ） 【保険年金課】

新規 

＜背景・目的＞ 

 新型コロナウイルスの影響により、落ち込んだ市内消費を喚起し地域経済を回復させること、

また、比較的所得が低い世帯が多い国民健康保険加入者を支援することを目的とする。 

＜事業概要＞ 

令和４年４月３０日時点の国民健康保険資格者のいる世帯に、関市国民健康保険コロナ対策

臨時特別商品券（せきチケ）を配布する。 

対象者 令和４年４月３０日時点の国民健康保険資格者のいる世帯の世帯主 

せきチケ 
令和４年４月３０日時点の国民健康保険資格者 1人当たり 

2,000 円相当 

配布方式 引換券方式 

引換券配布時期 令和４年７月中旬（予定） 

有効期限 令和４年１２月３１日 

利用可能店舗 

（せきチケ協力店）約 720 店舗（R4.2 月現在） 

＜予算額＞  

 4,680 万円 

＜効 果＞ 

市内限定で利用できる「せきチケ」を配布することで、比較的所得が低い世帯が多い国民健

康保険加入者を支援するとともに、長期化する新型コロナウイルスの影響を受ける地域経済の

回復・活性化につながる。 

見本
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 2 クラウドファンディング創業応援  【商工課】

新規 

＜背景・目的＞  

 人生の充実を考えるうえで、起業・創業はひとつの選択肢となっており、さまざまな満足度

が起業・創業前に比べて格段に上がると言われている。 

 関市では、想いを持った多くの若者が、起業・創業へのステップとして本町 BASE のチャレ

ンジショップを利用されている。利用後、創業に至った事例は３件で、セキビズや商工会議所

等には、今後創業したいという方からの相談が増加している。 

一方、中小企業白書によると、創業期の課題で最も高いのは資金調達となっており、半数の

起業家がお金に関する課題を抱えている。 

 創業間もない事業者のクラウドファンディングを活用した新たな事業への挑戦を応援する

ことで、事業が軌道に乗り、地域社会・地域経済を活性化することを目的とする。 

＜事業概要＞ 

 創業間もない事業者が、クラウドファンディング事業者へ支払う経費の一部を助成する。 

   対象者  創業５年以内の店舗等所在地が関市内にある事業者で、「特定創業支援等事業

（※）」を受けた者として関市が証明書を発行した者 

   金 額  補助対象経費の２分の１以内（上限１０万円） 

   対象経費 クラウドファンディング運営事業者へ支払う手数料 

◎手数料は成立の場合に必要 

＜予算額＞  

 １00 万円 

＜効 果＞ 

本事業を実施することで、創業間もない事業者が事業展開をする際の資金調達の選択肢が広

がる。また、クラウドファンディングの活用はマーケティングや宣伝にもなり、新規顧客の獲

得につながることから、新商品の開発や新サービスの展開などを促進し、地域経済を活性化す

ることが期待できる。

【※特定創業支援等事業とは】 

 市が定める個別相談、セミナーを４回以上受け、その合計期間が１ヶ月以上にわたる者

について、「特定創業支援等事業」を受けた者として関市が証明書を発行する制度。 
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 3 事業承継支援  【商工課】

新規 

＜背景・目的＞  

 国内において中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、経営者年齢のピークはこの２０年間

で６０～７０代へと大きく上昇している。また、後継者の不在状況も深刻であり、近年増加す

る中小企業の廃業の大きな要因の一つであると考えられている。 

関市においても、事業所数は平成２３年の５，２２５から、平成２８年には５，０４６へと、

５年間で約１８０減少しており、このような、地域経済・社会を支える貴重な雇用や技術が失

われつつある状況を阻止するため、また、中小企業の活力維持・発展のためにも、事業承継が

一層重要となっている。 

＜事業概要＞ 

後継者が不在の中小企業者が、市内の金融機関や公的機関の支援を受けた上で、専門事業者

に事業承継の手続を委託する場合に、その経費の一部を助成する。  

◆補助対象者 

 市内に事業所を有する中小企業 

  ※市税を滞納していないこと。 

  ※事業承継について、他の公的な補助金等を受けていない方に限る。 

◆補助概要 

 ①補助対象経費 ： 専門事業者に支払う着手金のうち次に掲げる費用 

（事業承継の戦略を策定するための初期診断料、企業の課題分析に

要する費用、企業評価の実施に要する費用 ほか） 

 ②補助額    ： 補助対象経費の２分の１以内（上限５０万円） 

＜予算額＞  

１００万円 

＜効 果＞ 

関市内の中小企業者が、事業承継により、人（経営）の承継、資産の承継、知的資産の承継

を実現することで、優れた技術や経営資源を将来にわたって継続させ、雇用の場の確保などを

図ることが可能となる。 

【図１，２】中小企業白書２０２１より 

【図１：経営者年齢】 【図２：全国企業『後継者不在率』】
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 4 道の駅「ラステンほらど」「むげ川」改修  【観光課】

新規 

＜背景・目的＞  

道の駅ラステンほらど、道の駅むげ川は建築後 20年以上が経過し木造建築であることから

施設のメンテナンスが必要になってきており、外壁の張替えや塗装などの修繕に加え、いずれ

も空調設備の改修が必要である。 

また、道の駅オープン後から営業形態に合わせて付属建物の設置や軽微な増築、店舗内の間

取りの改修などが行われてきたため、これからの道の駅利用に即した［改修」を行うことで、

地域のにぎわい創出の拠点となる道の駅を、安全で快適に利用できるようリニューアルする。 

＜事業概要＞ 

 着工予定 令和４年４月下旬頃 

 工事期間 令和４年４月 ～ 令和５年１月（予定） 

工事内容 ・外壁及び内壁の張替 

・空調設備の改修 

・平面（間取り）改修 

・道の駅の付属施設を本館へ集約 

現況写真 道の駅ラステンほらど 

      道の駅むげ川 

＜予算額＞  

２億７，４５０万円 

＜効 果＞ 

・改修工事により施設の機能性、利便性や快適性が向上する。 

・施設のリニューアルオープンによる宣伝効果が作用し、道の駅利用者の増加が見込まれる。 
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 5 災害避難カード作成  【危機管理課】

拡大 

＜背景・目的＞  

平成３０年７月豪雨災害では、災害対策本部からの避難の呼びかけに、住民の避難行動が明

確になっていないことが、その後の災害検証で浮き彫りになった。各地域で安全な避難場所の

選定、避難時のルールなどを定め、災害時に適切な避難行動がとれるようにする。 

＜事業概要＞ 

防災・減災講座や自治会単位のワークショップを通して、災害時における命を守る適切な避

難行動について学びながら、災害避難カードを作成する。 

令和４年度は市内８地区（千疋・保戸島、小屋名・上白金・下白金、山田、池尻、広見、小

瀬、東志摩、下有知）で実施予定。 

年度 実施（予定）地区 

R1 上之保、武儀、富野（２５１人参加） 

R2 （中止） 

R3 
洞戸、板取、武芸川（４００人参加） 

（千疋・保戸島、小屋名・上白金・下白金、山田は中止） 

R4 
千疋・保戸島、小屋名・上白金・下白金、山田、池尻、広見、小瀬、

東志摩、下有知 

R5 以降（予定） 安桜、旭ヶ丘、富岡、倉知、田原、桜ヶ丘 

＜予算額＞  

620 万円 

＜効 果＞ 

地域の中で災害時の避難行動について話し合い、どのような経路で、どのようなタイミング

で、どこへ避難すべきか表示した「災害避難カード」を作成することで、適切な避難行動がで

き、逃げ遅れによる犠牲者を防ぐことができる。また、話合いを重ねることで防災意識が高ま

り、災害に強い地域をつくることができる。
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 6 地域防災計画改訂・防災ガイドブック作成  【危機管理課】

新規 

＜背景・目的＞  

 いつ発生するか分からない、地震や雨による浸水被害や土砂災害などの被害に備え、市民、

地域と行政が連携して防災対策を推進する必要がある。 

市民向けに、自然災害から身を守り、いざという時に慌てず行動できるよう、家庭での食糧

等の備蓄や避難行動の確認方法などをまとめた防災ガイドブックを作成する。 

また、令和３年５月の災害対策基本法の改正により見直しされた、国と県の防災計画やガイ

ドラインを関市地域防災計画に反映する。 

＜事業概要＞

【防災ガイドブックの作成】 

・自助による避難行動の推進 

①日頃の備え・・・家庭での食糧等の備蓄 

②災害リスク・・・浸水や土砂災害による危険度をハザードマップにより周知 

③避難にかかる防災情報の取得 

          ・・・河川の水位や土砂災害の危険度、今後の気象情報の取得方法 

【関市地域防災計画の改訂】 

・自助、共助における防災対策の推進と公助における防災体制の見直し 

＜予算額＞  

1,089 万円 

＜効 果＞ 

市民向け防災ガイドブックを全戸配布し、平時から各家庭での防災対策を考えるためのツー

ルとしていただくことで、避難場所や避難行動などを確認し合い、有事の際の行動につなげる

ことができる。 

また、関市防災計画及び職員向け防災ハンドブックについても見直すことで、自助・共助に

よる防災力の向上だけでなく、職員が災害時に取るべき行動など、公助による防災体制を整備

できる。 
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 7 水田活用貯水対策（田んぼダム）  【農林課】

新規 

＜背景・目的＞  

防災に役立つ「田んぼダム」の取組みが全国的に注目されている。田んぼダムは、豪雨時に

雨水を田んぼに貯め、時間をかけてゆるやかに排水路に流すのがねらいである。 

過去に甚大な浸水被害を受けた関市においても、田んぼの多面的機能の活用により、安価で

早期に効果の発現が期待でき、治水対策としても有効な手段であると考える。 

■過去の市内での内水氾濫 ■田んぼダム用排水桝の設置例

＜事業概要＞                    ＜予算額＞ 

取組にかかる集落内での合意形成を図ったうえで、 ３00万円 

排水路単位でまとまったエリアを選定し、排水桝の   

取替えを進める。 

・排水桝の取替え ６０箇所を予定（５万円/箇所） 

＜効 果＞ 

大量の雨水が水路や河川に一度に集中することを抑えることで、下流域の水害のリスクを減

らすことができる。 
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 8 ブロードバンド施設機器更新    【行政情報課】

新規 

＜背景・目的＞  

インターネットを利用するために各地域に設置している通信機器が耐用年数を迎えるこ

とから機器更新を行う。 

更新にあたって、長年の課題であった地域間における通信速度の格差是正に対応できる

機器を導入することで、関市全域の均衡を図る。 

＜事業概要＞ 

  ブロードバンド施設機器の更新 

  10Gbps までの通信速度を実現させる機器への更新を行う。 

 【現 状】上限通信速度 旧関市：10Gbps    旧武儀郡：200Mbps（上之保地域：1Gbps）

 【更新後】上限通信速度 関市全域 10Gbps（上之保地域：1Gbps）

＜予算額＞  

2 億 5,889 万円 

＜効 果＞ 

スマートフォンの利用の広がりや、ビデオ通話、テレワークの普及等によるインターネッ

トが担う役割の高度化が進み、膨大な情報通信量に対応するためのインフラ整備が必要であ

った。 

今回の機器更新にて、地域の通信速度の格差是正に対応しつつ、市民の皆さまがより快適

で安全にインターネットを利用いただくことが出来る。

- 
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 9 ＤＸ総合支援  【商工課】

拡大 

＜背景・目的＞  

ビジネス環境の変化のスピードは近年よりその速さを増しており、市内企業においてもその

変化への対応が必要である。データとデジタル技術を活用したビジネスモデルを変革させるデ

ジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む中小企業の支援を強化する。 

＜事業概要＞ 

ソフトピアジャパンとの連携による DX セミナーの開催、IoT・IT 研修やアドバイザー招へ

いに対する補助により DXについての理解を深め、自社の DX化を検討する機会を設ける。ま

た、令和元年度から実施している IoT・IT 導入補助制度を DX 総合支援補助制度に改め、新た

に事業の自動化に係る経費を補助対象に加える。 

制度 内容 

DX セミナー DX 化の先進事例に関するセミナーの開催 

IoT・IT 研修事業補助 ソフトピアジャパンが実施する IoT・IT 研修受講への補助 

補助率 1/2 上限額 8 万円 

アドバイザー等招へい

事業補助 

DX について自社の課題解決のためのソフトピアジャパンのア

ドバイザー派遣事業の活用への補助 

上限額 3万円（1回 5 千円×6回まで） 

DX 総合支援補助 IoT・IT 導入、工程の自動化に係る経費への補助 

補助率 1/2 上限額 50 万円 

＜予算額＞  

5７０万円 

＜効 果＞ 

 市のセミナー、ソフトピアジャパンの研修を通じて自社に適したＤＸ化の手法を理解できる。

DXの推進により中小企業の人手不足の解消、作業工程の効率化などの課題を解決できる。 

IoT・IT 導入補助

制度実績 
Ｒ元年 Ｒ２年 Ｒ３年 

（１月現在）

IoT・IT セミナー

参加人数 
４６ 人 ６ 人 ２１ 人

IoT・IT 研修 

事業補助 
５ 件 ５ 件 １ 件 

アドバイザー等 

招へい事業補助
２ 件 ０ 件 ２ 件 

IoT ・IT 

導入補助 
３ 件 ８ 件 ９ 件 
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 10 マイナンバーカードオンライン申請支援機器導入 【市民課】

新規 

＜背景・目的＞  

関市のマイナンバーカードの交付率は約３４％で、全国平均約４１％、岐阜県平均約３９％

に届いていない。（R3.12.31 現在） 

マイナンバーカードの交付率向上に向け、申請支援業務が短時間でスムーズにできる機器を

導入し、申請促進を図る。 

＜事業概要＞ 

マイナンバーカードオンライン申請支援機器 

現在、マイナンバーカードの申請は、パソ

コンやスマートフォンで顔写真・メールアド

レスを登録してオンライン申請（約１５分）。 

郵送申請も可能だが、写真を撮影・貼り付

け、自身でポストへ投函する手間がかかる。 

オンライン申請支援機器を導入すること

で、スマートフォンをお持ちでない方の補助

になると見込んでいる。 

また、機器を使用することで最短５分での

申請が実現する。申請にかかる時間の大幅な

短縮となり、新型コロナウイルス感染症対策

にも有効である。 

NEW!! 

マイナンバーカードオンライン申請支援機器による申請 

※ QR コード付交付申請書をお持ちでない方の再発行に要する時間を除く。 

＜予算額＞  

７３万円 

＜効 果＞ 

窓口でスマートフォンでの申請ができない方を対象に、オンライン申請支援機器を用いるこ

とで、その場で申請受付まで完了できる。 

今後はイベント会場や企業訪問等の出張申請サポートにも活用可能である。 

QR コード

読み込み 

利用規約 

同意 
顔写真撮影 

申請情報の

確認 

約５分 
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 11 ゼロカーボンシティ啓発  【環境課】

新規 

＜背景・目的＞  

世界各地では、地球温暖化が原因と見られる猛暑や豪雨などの異常気象による災害が増加し

ており、「気候危機」と言うべき状況である。 

国は地球温暖化対策として、２０５０年までに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宣言しており、関市も２０５０年における二酸化炭素排出量実

質ゼロを目指すことを宣言した。 

＜事業概要＞ 

〇ゼロカーボンシティ啓発 

市民・事業者・市が連携し一体となってゼロカーボン社会を目指すため、普及啓発活動や講座・

研修、市民参加型のイベントなどを実施する。 

■環境フェアの様子（令和 3年度実施） 

＜予算額＞ 

 ２００万円 

＜効果＞ 

啓発事業により、市民・事業者・市の地球温暖化対策意識が高まる。
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 12 ものづくり脱炭素経営促進 【商工課】

新規 

＜背景・目的＞  

 パリ協定を契機に、世界中で企業のカーボンニュートラルへの取組みが進展している。 

 本市の製造業は、20 人未満の事業所が大半（85.6％：経済センサス活動調査）であるため、

規模の大きな企業に比較して、カーボンニュートラルへの取組みが進展しづらい状況にある。 

 本市の企業が国際的なカーボンニュートラルへの潮流の中で、脱炭素経営に取り組み、国際

的な競争力を高めることとともに、本市における温室効果ガスの排出量を企業とともに削減す

ることを目的にこの事業を実施する。 

＜事業概要＞ 

市内に事業所を有する中小企業の温室効果ガス排出量削減につながる設備更新の費用の一

部を助成する。 

 【補助対象設備】 

  ・ボイラー、工業炉、空調設備、自家発電設備、照明設備 

   ※温室効果ガスの排出量が更新前と比較して、年間 10 ㌧以上の削減が見込めること。 

  ・コージェネレーション設備 

   ※発電出力が 10kW 未満の設備であること。 

 【補助額】 

  ・補助対象設備導入費用の 3分の１以内（上限 100 万円） 

＜予算額＞  

 １，０００万円 

＜効 果＞ 

企業のカーボンニュートラルへの取組みを進めることにより、国際競争力を高めるとともに、

本市の温室効果ガス排出量削減を同時に図ることができる。 

温室効果ガスの削減効果 10 ㌧は、市の木である杉の木の成林 1ha の森が１年間に吸収す

る量にあたる。 
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 13 森のエネルギー利用促進  【農林課】

新規 

＜背景・目的＞  

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けては、市民生活においてもライフスタイルの転

換などによる地球温暖化防止への貢献が求められる。 

市民生活における二酸化炭素排出量の削減を図るため、当市の豊富な森林資源を活用した木

質バイオマス燃料への利用転換を支援することで、市民自らが伐採し荒廃した里山の手入れを

すすめ、地域内で木質資源が安定的に供給できる環境をつくる。 

＜事業概要＞ 

【薪ストーブ等購入支援】 

 木質バイオマス資源の中で二酸化炭素の排出量が少ない薪利用

を促進するため、薪ストーブ等の購入経費の一部を支援する。（購入

経費の 1/2 以内） 

 〇薪ストーブ（移動式含む）、薪ボイラーの購入 

  上限 10 万円を補助 

 ○薪割り機 

  上限 1万円を補助 

【林業安全装備購入支援】 

「チェンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育」の

受講を条件として、チェンソーやヘルメット・防護服等の林業安全装

備の購入経費の一部を支援する。（購入経費の 1/2 以内） 

◇「チェンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育」 

の受講 

上限 1万円を補助 

◇チェンソー・ヘルメット・防護服等の購入 

 上限 10 万円を補助 

＜予算額＞  

 225 万円 

＜効 果＞ 

市民生活における二酸化炭素排出量の削減が期待できる。また、「チェンソーを用いて行う

伐木等の業務従事者安全衛生教育」の受講を条件とすることで、林業による重大事故の発生が

予防できる。 
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 14 林地残材木質バイオマス利用促進  【農林課】

拡大 

＜背景・目的＞  

近年、全国的に台風や豪雨による自然災害が相次いで発生し、関市でも平成３０年７月豪雨

災害では、奥山地域に放置された林地残材（風倒木や切捨間伐材、枝条等）が河川へ流出し甚

大な被害を受けた。 

これらの森林災害を防ぐため、奥山地域の渓流沿いに放置された林地残材を撤去し、倒木の

恐れのある支障木の伐採をすすめ、搬出した木材を可能な限り木質バイオマス資源として活用

することで、ゼロカーボン社会の実現に向けた取り組みを推進する。 

＜事業概要＞ 

林道パトロールの実施や林業事業体からの情報をもとに、森林の荒廃や危険木の状況を把握

し林地残材の撤去および支障木の伐採を行い、搬出した木材・枝条等は可能な限り県内の木質

バイオマス発電所等へ運搬し木質バイオマス資源として活用する。 

年度 実施実績（予定） 

R2 
施業箇所：上之保・富之保・中之保・洞戸・板取・十六所ほか 

伐採面積：6.54ha バイオマス等搬出量：634.60㎥

R3 
施業箇所：上之保・洞戸・富之保・小瀬・西田原（※R4.1 末現在） 

伐採面積：0.27ha バイオマス等搬出量：4３０.0９㎥

R4（予定） 上之保・富之保・中之保・下之保・洞戸・富野ほか 

＜予算額＞  

２，５００万円 

＜効 果＞ 

集落の河川氾濫リスクの低減およびライフラインの保全につながる。また、搬出した木材を

木質バイオマス資源として活用することで、ゼロ・カーボン社会の実現につながる。 
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 15 富岡保育園・富岡小留守家庭児童教室新築  【子ども家庭課・教育総務課】

新規 

＜背景・目的＞  

富岡保育園の園舎は、昭和 49 年度に建築し、昭和 53年度に増築、平成 23年度に耐震工

事を実施したが、老朽化が進んでいる。また、給食室・職員室・未満児室・遊戯室等の面積が

狭いなどの課題もあったため、新たに園舎を建て替え、富岡小学校留守家庭児童教室との複合

化施設として整備する。

＜事業概要＞ 

◆着工予定 令和４年度 

◆工事期間 令和４年度～令和６年度 

◆工事内容 富岡保育園・富岡小学校留守家庭児童教室新築工事 

      富岡保育園仮園舎設置（令和４年 5月ごろ～１２月） 

      現園舎取壊し（令和５年１月ごろ～） 

      新築工事、現場監理（令和５年１月ごろ～） 

      新園舎利用開始、仮園舎撤去（令和６年４月～（予定）） 

＜予算額＞  

 4 億 5,034 千円（令和４年度） 

＜効 果＞ 

保育園並びに留守家庭児童教室の整備・機能向上により、子どもの安全・安心な教育・保

育環境を確保し、さらなる保育サービスの充実が図られる。 
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 16 健康増進事業        【市民健康課】

＜背景・目的＞  

関市内においても生活習慣病やその予備群の人が増えている背景があり、具体的な取り組み

方法を学べる健康増進プログラムの提供を通じて、市民が運動や食事への関心を持ち、生活習

慣病予防や病気の重症化を予防することを目的とする。 

また、禁煙治療に対する費用を助成することで、禁煙をサポートし、さらなる健康づくりに

取り組むことを目的とする。 

＜事業概要＞                    

【ライザップ健康増進プログラム】 

◇ 健康セミナー  講義・トレーニング（講義と実技 120 分）  

◇ 出張型肥満解消プログラム (3 か月間 8 回コース)  

参加費 15,000 円（成功報酬あり）  

講義・トレーニング・専用スマホアプリによる食事面のサポート・グループレッスン  

【禁煙外来治療費助成事業】 new! 

禁煙希望者の禁煙外来治療費に要する経費の一部を助成（助成金額上限 1万円/1 人）する 

ことにより、禁煙を促し健康増進と医療費の抑制を図る。 

【健康づくり応援事業】  

保健指導利用者に対し、指定運動施設の健康づくり応援券（お試し利用券）を 1人 2枚発 

行し、運動のきっかけと定着を図る。  

⇒ 指定施設 5 か所（令和 4年度 10か所に増える予定！）  

＜予算額＞  

719 万円

＜効 果＞ 

生活習慣を見直し、運動や食事、禁煙など生活改善に取り組むなど、健康意識の向上した市

民を増やすことで、生活習慣病予防や重症化予防に寄与し、将来的な医療費削減につながる。

～令和 2年度実施結果～ R3.1 月～3 月 参加者数 43 名（男性 16 人 女性 27 人）

事業効果  受講者の平均値の比較  体重 - 8 ㎏  （76.8 ㎏ → 68.8 ㎏） 

                   腹囲 - 7.3 ㎝ （97 ㎝  → 89.7 ㎝）  

参加者全員が体重－5％減を達成
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 17 適応指導教室「ふれあい教室」    【学校教育課・まなびセンター】

拡大 

＜背景・目的＞  

  不登校児童生徒の支援のために、児童生徒適応指導教室として関市ふれあい教室の運営を 

長年継続して行ってきた。近年、不登校児童生徒は増加傾向にあり、不登校の要因もより多

様化・複雑化しているため、それを理解した上での適切な支援及び学校や関係機関と連携し

た支援を行う必要があると考えている。そのために、公認心理師及び臨床心理士による発達

心理検査を実施し、より効果的な支援ができるように体制を整える。また、検査結果をもと

にした、専門家による対象児童生徒や保護者への直接指導だけではなく、教職員向けの研修

を充実させることで、組織的な早期支援を行っていく。 

＜事業概要＞                    

 ◇関市ふれあい教室の運営 

  [※令和３年度在籍児童生徒 ３９名] 

  ・室長および相談員を配置 

    児童生徒の活動支援及び保護者との懇談 

    学校訪問による指導・助言 

・ふれあいアシスタント（大学生）６名配置 

  児童生徒の活動支援及び家庭訪問 

 ◇公認心理師、臨床心理士との連携（業務委託） 

  ・発達心理検査（W I S C 検査）の実施 

  ・結果分析と事後指導 

・医療機関等へつなぐ助言 

  ・教職員向け研修等の実施 

 ◇保護者を対象とした支援 

  ・相談員による電話相談、来室相談 

  ・ふれあい親の会 

    ふれあい教室在籍児童生徒の保護者対象 

    専門家を講師に招いて年１０回開催 

  ・子育て保護者研修会 

    困り感のある市内小中学校全保護者対象 

    専門家を講師に招いて年３回開催 

＜予算額＞  

  ８７８万円 

＜効 果＞ 

 専門家による発達心理検査の実施・分析及び事後指導等の一連の対応により、初期段階か 

らの計画的な支援を行うことができる。それらのノウハウを学校の教職員が事例研修などを 

通して学ぶことにより、深刻な不登校になる前に組織的な早期対応につなげることができる。 

※公認心理師 

保健医療、福祉、教育その他の分野

において、心理学に関する専門的知識

及び技術をもって指導・助言等を行う

ことを業とする専門家で、平成２９年

から国家資格制度が定められた。 

※臨床心理士 

 公益財団法人日本臨床心理士資格

認定協会が認定する公的資格で、文部

科学省の任用規定により、スクールカ

ウンセラーの資格要件とされている。
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 18 パートナーシップ宣誓制度導入   【市民協働課】

新規 

＜背景・目的＞  

平成２８年に、性の多様性を認め、すべての市民がお互いを尊重し合い、誰もが自分らしく

暮らせることを目指し、「LGBT フレンドリー宣言」をし、宣言以降、啓発イベントや啓発ハ

ンドブックの作成・配布、多目的トイレの表示変更等を実施してきた。 

市民の LGBT 認知度の上昇や、イベント時での制度導入を期待する声も寄せられているこ

とを踏まえ、性的少数者の日常生活における、悩みや生きづらさを少しでも軽減し、自分らし

く暮らせることへの支援を目的として、県下で初めてのパートナーシップ宣誓制度を導入する。 

LGBT 認知率          （単位:％） 

年度 H29 H30 R1 R2 

認知率 27.8 54.5 54.2 57.1 

        ＜せきのまちづくり通信簿＞         

＜事業概要＞ 

  一方または双方が性的少数者であるカップルに対し、パートナーシップ宣誓したことを市が

証明し、宣誓書受領証等の交付を行う。 

 令和４年度は、パートナーシップ宣誓制度導入を記念して、市内高校・大学と協働して行う

LGBT 啓発イベント「ダイバーシティ SEKI シンポジウム」において、パートナーシップ宣誓

制度導入セレモニーを実施する。 

＜予算額＞  

 ７４万円 

＜効 果＞ 

・法律上の効果が生じるものではないが、公的に関係を認めることにより、宣誓された方々が

もつ生きづらさや不安を軽減し、安心感をもって自分らしく生活することができる。 

・行政が主導することで、市内事業所の労働関係規則等の見直しに繋がる。 

 （例）扶養手当の対象となる。 

同性パートナーがいる従業員に対して結婚祝い金等慶弔金の給付を行う。 

・異性間との婚姻と同様な行政・民間等サービスや社会的配慮を受けやすくなる。 

 （例）行政：市営住宅の入居可能 

    民間：病院での面会や手術の立ち会い 
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 19 地域の宝磨き上げ    【市民協働課】

＜背景・目的＞  

合併後の地域が主体となり、地域資源を磨き輝かせ、地域の魅力を発信することで、新

たな人の交流を生み、地域の活性化に寄与することを目的とする。 

＜事業概要＞ 

 地域資源を生かした事業を継続して展開する。 

地域 主な事業 

洞戸地域 キウイ栽培後継者の育成等 

板取地域 あじさい園あじさいの剪定等 

武芸川地域 寺尾ヶ原千本桜公園ベンチ設置等 

武儀地域 しいたけ栽培後継者の育成等 

上之保地域 城山縦走路コース整備等 

＜予算額＞  

1,8５０万円

＜効 果＞ 

旧町村の地域資源を今一度輝かせ、価値を高めることで、地域の新たな発見や地域内外の

人との出会いと交流が行われ、地域経済の活性化につながる。さらに、視点を変えた発想と

創意工夫が生まれ、地域資源に付加価値が付く。 
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 20 市道３か年集中整備計画（３年目） 【土木課】

＜背景・目的＞  

近年、自然災害の頻繁化・激甚化、子どもを巻き込んだ痛ましい交通事故や高齢者ドライバ

ーによる交通事故の発生、高度成長期に整備した道路インフラの急速な老朽化の進行など、全

国的に道路が抱える課題が顕在化している。 

関市が管理する市道延長は県内でもトップクラスの長さであるが、今後 5年間で早期補修が

必要な舗装延長は約２９km、橋りょう点検により早期補修が必要な橋りょうは 44 橋となっ

ているなど、道路インフラの老朽化が進んでいる状況である。 

 これらの課題に対応するために、道路インフラの改善・機能向上に向けて継続して整備を進

める。 

＜事業概要＞ 

令和２年度から４年度までの３年間で、市道（道路・橋りょう）の改良、補修及び安全対

策を集中的に実施する。令和４年度は、過去 3 年度（平成 28～30 年度）の平均事業費の

1.5 倍の予算額を計上しており、生活関連道路の整備を集中的に進める。 

区分 
過去 3年度 

平均事業費 A 

令和４年度 

予算額 B 

（倍率）

B／A 

道路維持費 4 億 1,939 万円 8億６,330 万円 ２.1 倍

道路新設改良費 2 億 9,921 万円 2億 4,177 万円 0.8 倍

橋りょう維持費 1 億 5,437 万円 2億 4,725 万円 1.６倍

合  計 8 億 7,297 万円 13億 5,232 万円 1.5 倍

道 路 維 持 費…道路維持事業、生活関連道路整備事業、交通安全施設整備事業ほか 

   道路新設改良費…社会資本整備総合交付金事業、道路新設改良事業ほか 

   橋りょう維持費…橋りょう維持事業 

＜予算額＞  

13 億 5,232 万円 

＜効 果＞ 

  道路インフラの著しい老朽化の改善、機能向上が図られ、自然災害の頻発化・激甚化や大

規模地震発生に対するリスクを回避することができる。また、安全・安心・快適な道路環境

を実現することができる。
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 21 古民家あいせき 【都市計画課】

＜背景・目的＞  

この建物は明治２０年に建てられた木造瓦葺 2階建て町屋づくりで、地元の信用金庫の発祥

の地とされていたが、十数年前から空き家となっていた。 

誰もが気軽に自由に利用できるフリースペースとして、自習や会議、コワーキングなど多様

なシーンで活用でき、原則無料で利用できる施設とした。 

とくに若者の利用を期待しており、中心市街地ににぎわいをもたらすことで、立地適正化計

画に掲げる将来都市像「にぎわい つながりのある 歩いて楽しいまち」の実現に向けて、事

業を推進する。 

＜事業概要＞ 

・開館時間 午前９時～午後９時 

・休館日 毎週月曜日、休日の翌日、年末年始 

・利用者 中高生、大学生、若者、子育て主婦、高齢者など 

・利用方法 気軽に利用できるフリースペース（自習、ミーティング、サークル活動など） 

        個人の利用は原則無料（部屋等を貸し切るときは申請が必要・有料） 

        飲食は可（火気の使用は禁止） 

・使用料 各室１００円／１時間（減免制度あり） 土間・裏庭は３００円／１時間 

＜予算額＞  

  774 万円 

＜効 果＞ 

・市民、民間事業者のエリアに対する期待値を上昇させ資産価値を高めることができる。 

・歴史ある建物を保存、活用することで、まちなかの景観環境を向上できる。 

・地域資源を活用したフリースペースとして、活動拠点のほか、イベントやワークショッ

プ、セミナーなどを通じて、まちづくりプレイヤーを増加させ地域の活性化が図れる。
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 22 歩いて楽しい空間づくり 【都市計画課】

拡大 

＜背景・目的＞  

平成 29 年 3月に策定した関市立地適正化計画に基づき、中心市街地ににぎわいと魅力を創

出する拠点を整備するとともに、観光拠点である刃物ミュージアム回廊せきてらすやにぎわい

横丁本町ＢＡＳＥ、関善光寺、関シティターミナルなどを遊歩道でつなぎ、歩いて楽しい空間

づくりを目指す。 

国土交通省都市局の都市構造再編集中支援事業を活用して、にぎわいの各施設や周辺の寺社

仏閣、また安桜山や関川などといった歴史、文化、自然などの資源をつなぎ歩いて巡れる遊歩

道や、人々が集い交流できるふれあい広場を整備して、一体的な歩行者ネットワーク整備を進

めていく。 

＜事業概要＞ 

 都市構造再編集中支援事業 

「歴史、文化、緑を巡る、歩いて楽しい空間づくり」 （事業期間：令和３年～７年） 

・回遊遊歩道の整備 

・ふれあい広場の整備 

・街路灯の整備 

＜予算額＞  

  6,900 万円 

＜効 果＞ 

・本町ＢＡＳＥや古民家での魅力創出による交流人口・関係人口の増加。 

・健康づくりに寄与するウオーキングルートの整備による市民の健康度の向上。 

・ふれあい広場の有効活用による市民や観光客の交流の機会の増加。 
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 23 結婚新生活支援   【企画広報課】

拡充 

＜背景・目的＞  

 関市における婚姻件数は、平成２２年の４７０件から減少傾向にあり、令和 2年には３１３

件と大きく減少した。このため、関市では、婚活サポートセンターを開設し、出会いの場の提

供、結婚相談事業など、結婚希望者のサポートを行っている。また、令和 3年度からは、結婚

新生活支援事業を開始し、経済的理由などにより結婚に踏み切れない結婚希望者を支援し、安

心して結婚、子どもを産み育てることができる環境づくりを推進している。 

しかし、婚姻数の増加には至っておらず、令和 4 年度からは、若年層をはじめとした結婚希

望者への支援を強化するため、補助対象経費の範囲および 29歳以下の夫婦への補助金額の上

限を拡充する。 

婚姻件数 

年 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

婚姻

件数
470 446 414 396 389 373 347 309 347 351 313

令和 3年度結婚新生活支援金  

申請件数 5件（うち 20 代 4件、30代 1件） 

※令和 4年 1 月時点 

＜事業概要＞ 

結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを軽減するために、新婚世帯を対象に支

援金を交付 

   ・対  象  世  帯  夫婦ともに 39歳以下で世帯所得が４００万円以下の世帯 

   ・金     額   上限３０万円（補助率２／３） 

            ただし、夫婦ともに 29歳以下の場合 上限６０万円（補助率 2/3） 

   ・補助対象経費  婚姻に伴う住宅の取得又は賃借費用及びリフォーム費用、引越費用 

※   令和 4年度拡充箇所 

＜予算額＞  

 1,200 万円 （30 万円×20 件、60万円×10件） 

＜効 果＞ 

本事業を実施することで、新規婚姻世帯の増加が期待でき、人口増加につながる。
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 24 関市民球場完成記念イベント           【スポーツ推進課】 

新規 

＜背景・目的＞  

関市民球場の大規模改修が完了し、新しくなった施設の完成を記念して 19 年ぶりにプロ野

球ウエスタン・リーグ公式戦を開催する。

＜事業概要＞ 

◆日 時  令和４年９月１０日（土）試合開始１３時（雨天中止） 

◆会 場  河上薬品スタジアム（関市民球場） ※ 

◆試 合  プロ野球 ウエスタン・リーグ公式戦 

       中日ドラゴンズ VS福岡ソフトバンクホークス 

◆その他  試合前の時間を利用して、子どもたちと選手がふれあうイベント等を実施予定

（内容は調整中） 

※ 持続可能な施設運営と市民サービス向上を図ることを目的にネーミングライツを導入 

  【愛称名】 河上薬品スタジアム 

   【ネーミングライツパートナー】 河上薬品商事株式会社 

   【期間】 令和 7 年 3月 31 日まで 

＜予算額＞  

 ３５０万円 

＜効 果＞ 

新しくなった関市民球場を広く皆さんに知ってもらい、今後、多くの方に当施設を利用し

ていただくことで、市民スポーツの推進、健康づくり、仲間づくりにつなげる。 
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 25 観光プロモーション動画制作 【観光課】

＜背景・目的＞  

令和３年度事業として、市民を含めた「マイクロツーリズムユーザー（特に若い世代）」に対

して、関市の魅力ある観光資源の認知度向上及び観光誘客の増加を図ることを目的として、関

市の観光プロモーション動画を制作した。令和３年度制作した動画は、多くの市民や市内事業

者を巻き込んで制作することにより、地域内での話題醸成による情報拡散やシビックプライド

の醸成を目指した。 

令和４年度事業では、令和３年度のプロモーション動画内で紹介しきれていない施設（事業

者）があることや、さらに多くの市民（事業者）を巻き込んでドラマのように続編を制作する

ことにより、地域だけでなく全国的な話題醸成につなげ、アフターコロナの観光需要獲得を目

指す。 

＜事業概要＞ 

 令和４年度は、令和３年度以上の市民や市内事業者と連携して、 

地域を巻き込んだ観光プロモーション動画を制作する。 

○令和３年度実績（参考） 

・エキストラに市民等１６０人以上が参加 

  ・市内事業者等約 50社が撮影に協力 

  ・動画で紹介した観光スポット等は以下のとおり 

地 域 スポット、特産品（一部） 

旧関地域 せきてらす、関の刃物  

武儀地域 道の駅平成、高澤観音  

  上之保地域 ゆず、ゆずの特産品 

  武芸川地域 寺尾千本桜 

  洞戸地域 洞戸円空記念館、高賀渓谷 

  板取地域 キャンプ場、板取川 

＜予算額＞  

 ４４0万円 

＜効 果＞ 

・多くの市民及び市内事業者を巻き込んで動画を制作することにより、シビックプライドを

醸成する。 

・市民及び近隣に住む人々に地元の魅力を再発見してもらうことにより、アフターコロナの

観光需要獲得につながる。 
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 26 アウトドアイベント   【観光課】

＜背景・目的＞  

関市と（株）ヒマラヤは、令和３年２月９日に板取地域の資源を活用し、地域の社会・産

業・観光の振興・発展を推進していくため包括連携協定を締結しており、その協定に基づき

板取アウトドアパーク化に向けて連携して事業を進めている。令和３年度は、板取アウトド

アパーク化に向けての取り組みの一環として、板取にてスポーツ・アウトドアイベントを開

催した。

令和４年度では、価値観やライフスタイルにこだわりのあるスポーツ・アウトドア愛好家

が何度も訪れたくなる地域づくりを目指し、板取地域やその他の地域にてアウトドアイベン

トを開催し、板取地域等の魅力の発信や交流・滞在人口の拡大を図る。また、地域住民や事

業者を巻き込んだイベントにすることで、本イベントがより地域に根付くことを期待する。 

＜事業概要＞ 

 開催時期 令和４年１１月頃（予定） 

開催場所 板取地域 他 

  内 容  アウトドアグッズの販売 

      アウトドアワークショップの提供 

スポーツイベントの開催 

 ○令和３年度実績（参考） 

  開催時期 令和３年１２月１８日、１９日 

  開催場所 板取川温泉バーデェハウス周辺 

  来場者数 約２００名 

＜予算額＞  

  １５0 万円 

＜効 果＞ 

・板取地域等でイベントを開催することにより、交流・滞在人口の拡大を図り、地域経済の活

性化につながる。 

・地域住民や事業者を巻き込んでイベントを開催することにより、地域そのものを磨き、地域

のブランド価値を高める。 


