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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

１

第５次総合計画・後期基本計画の策定を行
います。

市民や団体の意見を聞く「ボイスプロ
ジェクト」を実施した。今後、いただいた
意見を参考に、課題を整理するとともに新
たな取組を後期基本計画に盛り込みます。

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。

保育士及び現業職の処遇改善を行いま
した。また、人事評価を活用した昇給
ルールを定めましました。今後において
も、成果を重視した人事管理を行います。

新型コロナウイルス感染症対策本部会議
は、８８回におよぶ開催となり、市の感染
対策をはじめ、経済対策、ワクチン推進な
どを協議し、方針を決定しました。

 毎年のように災害が頻出する時代となり、
地域防災力（共助）の大切さを痛感して
います。また、新型コロナによる自宅療
養生活において、自宅における食料備蓄
の重要性をあらためて認識し、災害にと
どまらず、自助の備えが大切だと考えさ
せられました。

 コロナ禍において、職員のやる気まで沈
滞しないようにしなければならないと
思っていましたが、一人ひとりの職員が
高い意識をもって仕事に取り組んでおり、
新型コロナを理由とした事務事業の停滞
は一つもないと感じています。

 人口減少、環境問題、感染対策、防災対
策と自治体を取り巻く課題は、年々大き
くなっている印象です。未来の関市のた
めに今何をすべきか、突き詰めて考えて
いきます。

防災・減災に関する自助・共助の活動をよ
り促進します。

あんしんメールの登録数は３４％を超え
ました。また、災害避難カード作成事業を、
武芸川・洞戸・板取で実施しました。さら
に戸別受信機補助制度の充実、自治会連絡
網の整備推進を行いました。

政策推進を目的とする「行政評価→実施計
画→人事」のマネジメントを行います。

行政評価の課題を実施計画に十分に落と
し込めなかったと感じます。人事異動にお
いては、積極的に推進する政策分野に重点
的な人員配置を行いました。今後も政策を
中心においた行政マネジメントを継続しま
す。

2021実行宣言・実績報告

市長公室

室長 森川 哲也
Morikawa Tetsuya

１年を通じて感じたこと

重点事業の実績報告



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

２

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「将
来にわたって健全な財政運営を維持し、安定し
た行財政運営の確保を図り、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。

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。

ホームページ中のAIチャットボットによる自
動回答サービス、また、講座の申し込みなど
にロゴフォームを利用したオンライン申請が
できるようにしました。
キャッシュレス決済では、証明発行手数料

の支払いに、クレジットカード、電子マネー、
QRコードが利用できるようになりました。

公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設
の適正管理を進めます。

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、公共施設再配置計
画の進捗状況の確認、現状把握及び課題の整
理を行いました。また、公共施設等総合管理
計画の改訂を行いました。

市税の適正な賦課と収納率の向上を図ります。

固定資産の課税客体の把握、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。
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。

適性な入札・契約業務を維持します。

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。
令和2年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ていますが、引き
続き試行を実施していきます。
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、市役所の内部
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の財政運営を
堅持するため、財務部に在籍する職員が
頑張ってくれたことに感謝しています。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より、行政サービスのデジタル化など、
行政のＩＣＴを取り巻く環境が急激に変
動している状況です。これまで行政手続
きのオンライン化の推進、ＲＰＡとＡＩ
－ＯＣＲの導入、Ｗｅｂ会議の推進など
進めてきましたが、更にＩＣＴを積極的
に活用した市民サービスの向上、業務の
簡素化・効率化に取り組んでいきます。

 引き続き、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
業務の遂行に努めます。

2021実行宣言・実績報告

財務部

部長 平川 恭介
Hirakawa Kyosuke

重 点 事 業 の 実 績 報 告

１年を通じて感じたこと



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

３

新型コロナウイルスは、令和３年度も終息
せず、様々な事業に影響を与えました。自治
会活動、地域委員会活動などは、活動の縮小
を余儀なくされましたが、若者の会議では
WEB会議が普通となり、会議を中止すること
なく開催できました。一方で、このコロナ渦
においてWEBを利活用する事業が増え、美術
展ではWEBによる応募を実施した結果、昨年
度より出展数を増やすなど、進歩したことも
ありました。特に公共施設予約システムは、
２年間で整備し、早い施設は10月から予約開
始し、市民の方に利用していただいています。
工事関係は、資材納品の遅れにより市民球場
などは今年度完成できませんでしたが、図書
館の改築と併せて、完成の折には活発な活動
の場として利用していただきたいと思います。
最後に、この新型コロナウイルス蔓延により、
人の交流が遮断された状態が続いた結果、活
動自体が復活するか心配です。令和４年度予
算においても、通常の活動ができるように予
算編成していることから、新型コロナウイル
スの蔓延が終息した折には、是非早期の活動
再開を行っていただきたいと思っています。

若者が活躍できる環境づくりを進めます。

昨年に続き、高校生や大学生を対象に
WEBを活用した交流会やセミナーを積極的
に開催しました。若者支援プレイヤー制度
においては、登録件数が増え、高校生が本
町BASEや善光寺でイベントを開催しまし
た。また岐阜大学との共催で「高校生のた
めのまちなかオープンカレッジ」などを初
開催しました。

地域おこし協力隊や宝磨き上げ事業などを
活用し、地域の活性化を図ります。

７月に武芸川地区で、新隊員を任命し
ましたが、体調を崩したため活動ができ
ませんでした。板取と上之保地域では古
民家で民泊を計画し、洞戸地域では飲食
店の開業に向けて準備を進め、武儀地域
ではキヌアの生産に向けて、地元の住民
と協議して進めています。

市民球場などスポーツ施設の再整備と、公
共施設予約システムの運用を開始します。

市民球場は、令和３年度末に完成予定で
したが、資材納品の遅れで５月の完成とな
りました。公共施設予約システムは、愛称
を募集し、「せきとるネット」として予定
通り10月から運用を始めました。

誰もが芸術文化を感じることができる機会
を提供します。

市美術展ではWEB応募を取り入れること
で出品数を増やし、審査方式を導入しまし
た。ぎふ・関全国子ども木の造形作品コン
クールでは、コロナ感染対策として共同作
品の募集は行わずに実施した結果、作品数
が63件減少しました。市民の劇場では７本
開催でき、新たな取組として値引きやせき
チケの配布も行いました。

図書館のリニューアルを行い、施設の更な
る魅力アップを図ります。

現図書館の内部のリニューアルも行いま
すが、中庭に多目的室を新たに設置します。
令和３年１２月からわかくさ・プラザ学習
情報館改修工事を開始し、令和５年３月完
成予定で進んでいます。

2021実行宣言・実績報告

協働推進部

部長 西部 成敏
Nishibu Narutoshi

重 点 事 業 の 実 績 報 告

１年を通じて感じたこと



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

４

安心、安全なコロナウイルスワクチン接種を
進めます。

令和４年３月31日現在で、2回接種を完了し
た高齢者は96.4％、関市全体では89.7％であり、
3回目接種が可能な方で、接種を完了した高齢者
は92.6％、関全体では63.4％となっています。
希望される方には早い接種の機会が提供できま
した。小児への接種も希望者を優先し、混乱な
く開始できました。

第４期地域福祉計画に基づき、包括的・重層
的な相談支援体制の整備を進めます。

令和4年度から実施する重層的支援体制整備事
業に向けた移行準備事業を行い、多機関協働事
業、参加支援事業、生活困窮者自立相談支援事
業、地域包括支援センターでの断らない相談事
業などを行いました。また、来年度からの本格
実施に向けて、予算配分や体制構築などの検討
を進めてきました。

介護予防サービスを拡充するとともに、身近
な地域に通いの場を増やす支援を行います。

9月から新たに短期集中型通所サービス「健
活-ケンカツ-」を開始しました。ここで健康の
保持増進に取り組み、卒業後は仲間と共に通い
の場を立ち上げ健康維持を継続していきます。
また、新たな通いの場づくりを推進するために、
介護予防リーダーの育成を行いました。

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
支援拠点の体制確立を目指します。

令和4年度の「子ども家庭総合支援拠点」体
制完成に向けて、教育委員会や地域共生推進室
等と何度も検討を重ね、18歳までも、18歳から
も切らない切れ目ない支援を継続するための体
制整備に向けて準備をしました。来年度から、
支援拠点の強化として児童発達指導員や社会福
祉士の配置を行います。

社会的弱者の社会参加を支援します。

社会とのつながりを作るための支援を「くら
しまるごと支援センター」で行っています。今
年度は市内の企業、団体、個人へ働きかけ、つ
ながりを持ってもらえる団体を40か所開拓しま
した。現在は、支援対象登録者が4名あり、3名
が支援プランをもとに社会参加を始めています。

新型コロナウイルス感染対策に重き
を置く１年間でした。その中心事業と
なったのが、１・２回目のワクチン接
種と６か月後に始まった３回目接種で
す。市民健康課にワクチン推進室を設
置し、希望される市民の皆さんに少し
でも早く接種を行えるよう進めてきま
した。また、高齢者、障がい者、子ど
もに関連する福祉施設が多くあるため、
感染予防対策物品の配布や補助、感染
状況の報告など連携を強化してきまし
た。
近年の福祉課題としましては、複雑

化・複合化した課題を抱える世帯が増
えており、ひとつの相談機関では支援
しきれなくなっています。高齢者、子
ども、生活困窮、障がいなど様々な課
題を多機関が連携することで、家族ご
と支援できる体制を整えるように進め
ていかなければならないと考えていま
す。

2021実行宣言・実績報告

健康福祉部

部長 森 小百合
Mori Sayuri

１年を通じて感じたこと

重 点 事 業 の 実 績 報 告



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

５

マイナンバーカードの取得促進の広報を行
うとともに、夜間や休日に臨時窓口を開設し、
取得しやすい環境づくりに努めました。その
結果、マイナンバーカードの人口に対する交
付枚数率は34.9%（R4.3.1現在）で、1年前の
18.4%（R3.3.1現在）のほぼ2倍に増加しまし
た。

生活習慣病の予防及び早期発見、重症化の
予防を図るため、特定健康診査受診率や特
定保健指導終了率の向上を推進します。

新型コロナウイルス感染症の影響で受診控
えがある中、令和2年度の特定健康診査受診
率は32.9%、特定保健指導終了率は24.8%で、
令和3年度の受診率は27.3%（R4.2現在）と
いう状況でした。個人の受診傾向や年代等に
合わせた受診勧奨ハガキの送付したほか、広
報等でも周知に努めましたが、受診率を感染
症流行前に戻せるよう、今後は更に力を入れ
ていきたいと考えます。

資源を無駄なく使う持続可能なまちを目指
し、ごみを知ってごみを減らすための情報
発信、資源を分別しやすい環境整備を推進
します。

ごみを減らすための情報発信として、食
ロスの削減をはじめとした廃棄物の適正処
理について、広報せきで毎月情報発信を
行ったほか、民間活力を活用することによ
り、市内5か所の小中学校に古紙のリサイク
ルボックスを設置しました。

 本市におけるマイナンバーカードの普及率
は、35％程度と低い状況にあります。デジ
タル社会の基盤であるマイナンバーカード
の普及とその利便性の向上等を引き続き
図っていきます。

 令和４年度は、これまでにない国民健康保
険税の増額を被保険者の皆様にお願いする
ことになります。長期的な視野になります
が、特定健診の受診率や特定保健指導終了
率を向上させることで、医療費の削減そし
て国民健康保険税の引き下げに努力してい
きます。

 令和３年度は、関市も「ゼロカーボンシ
ティ」を宣言いたしました。2050年におけ
る二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して、
まずは市民や事業所の皆さんへの周知と啓
発から始めて、市・市民・事業者の取組を
検討・支援していきます。

2021実行宣言・実績報告

市民環境部

部長 西部 靖
Nishibu Osamu

便利で暮らしやすい社会づくりの一環とし
て、マイナンバーの普及促進を図ります。

重 点 事 業 の 実 績 報 告

１年を通じて感じたこと



• みんなの就職サポートセンターでは、高校生に
対する企業説明会を実施しました。また、ミニ
合同企業説明会や個別出張相談等を通じて市民
と企業の雇用のマッチングを図りました。

• 観光庁の補助事業を活用し、小瀬鵜飼をベース
に滞在型観光メニューの開発と旅行会社へのPR
を行いました。

• 農業経営基盤の強化を図るため、新たに２組織
の農事組合法人化を支援しました。

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

６

 令和３年度は、新型コロナの感染拡
大を防止するため、飲食店に対する
営業時間の短縮要請が１５０日を超
え、特に飲食店の皆さんが多くの影
響を受けた年になりました。今後も
ウィズコロナ、アフターコロナを見
据えた事業者支援が必要であると感
じています。

 3年ぶりに開催した「刃物まつり」
は、２日間で２万１千人、「関の工
場参観日」は、約４千人の来場者が
ありました。新型コロナ禍において、
イベントの開催の可否について難し
さを感じておりますが、多くの人が
イベントの効果を得られるよう、感
染対策を徹底したうえで開催できる
ように取り組んでいきたいと考えて
います。

産業を活性化させる施策により、地域経済を
発展させ、市民の雇用を確保します。

• 市外からの工場等の移設、市内での増設を奨
励する企業立地奨励金は、交付件数24件で、
新規企業は７件（対前年度比５件の増）交付
しました。

• 中濃公設市場の附属店舗を起業と創業を応援
するチャレンジショップとして活用するため、
老朽化した施設の一部改修に着手しました。

新たなランドマーク「せきてらす」の発信力向
上と、観光資源の創出・磨き上げにより市内の
観光を面でつなぎます。

• 新型コロナ禍においても「せきてらす」は好
評を得ており、約5万人の方に来場いただいて
います。

• 関市の魅力を伝えるため、観光ホームページ
「せきのまど」を構築するとともに、観光PR
動画「フラワーズ・ブルーム」全５話を作成
しました。

• 包括連携協定を締結する株式会社ヒマラヤと
ともに、板取地域で「スポーツ／アウトドア
フェスティバル in 板取」を開催しました。

• 特産品である「キウイフルーツ」の生産量を
将来にわたって確保するため、生産者やＪＡ
が中心となって「ほらどキウイを未来につな
ごうプロジェクト」を実施し、豊かなむらづ
くり全国表彰で農林水産大臣賞を受賞しまし
た。

• 林内に放置されている間伐材や倒木を木質バ
イオマス発電等に有効利用するため、約４６
０㎥搬出しました。

2021実行宣言・実績報告

経済産業部

部長 武藤 好人
Muto Yoshihito

企業誘致により市民の雇用の場を確保するとと
もに、市民及び企業の起業と創業を力強く支援
します。

地域の特性を生かした農業の振興と、災害に強
い森林（もり）をつくります。

重 点 事 業 の 実 績 報 告

１年を通じて感じたこと



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

７

【部長】
本年度は、異常気象による災害は発生しません
でしたが、平成３０年度の津保川で発生したよう
な災害が、いつ、どこで起こっても不思議ではあ
りません。災害発生時には、迅速な対応ができる
よう、常日頃より備える必要があります。
現在、進めている市道３ヶ年集中整備計画（防
災対策・交通安全対策・老朽化対策）、河川や調
整池の浚渫を直実に進めていきたいと考えていま
す。また、県で行っていただいている津保川の浸
水対策事業をはじめ、長良川などの県管理河川で
の河道掘削や樹木伐採等の河川事業の促進をして
いきたいと考えています。

【参事】
毎年のように全国各地で大規模な災害が発生して
いる状況を踏まえ、明日（今日）は我が身と捉え、
激甚化する風水害や大規模模地震への備えは喫緊
の課題です。また、道路や橋梁、護岸、上下水道
などの公共施設の老朽化対策として、予防保全型
のインフラメンテナンスへの転換も不可欠です。
こうした課題への対応は、「ローマは１日にし
て成らず」のとおり、地道に進めてしていくこと
が唯一の手段と捉え、「防災・減災、国土強靭化
のための５か年加速化対策」などを活用して、今
後も着実に進めていきたいと考えています。
仕事全般においては、小さなサイン（現象）の
本質を見抜くスキルを磨いていきたいと考えてい
ます。（身をもって隠を占い、往をもって来を察
す）

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418号肥田瀬拡幅工区の道路改良工事が完
了しました。
10月20日に開通式を行った市道東山西田原線第
２工区のほか、尾太中池線の整備など、市道幹
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、藤谷川、大谷川や尾太・桜台

の調整池の土砂浚渫事業及び上之保小樽等の砂
防事業を推進しました。

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、第二土地区画整理事業を推進しま
した。
まちの賑わいを創出する施設として、「古民

家あいせき」を令和4年1月15日にオープンしま
した。
特定空家に認定された空家所有者に対して指

導を行い、16件の除却を完了しました。
地域公共交通の確保・維持・改善を図るため、

公共交通計画を策定しました。

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ヶ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推進しま
した。主なものとして、区画線設置63か所、舗
装補修119路線、橋りょうの耐震化・補修７橋
を実施しました。

有収率の向上を図るため、５箇所の老朽管の
布設替えを行いました。また、洞戸通元寺水源
地から、寺尾地区まで水道管を新設し、寺尾地
区へ配水する整備を行いました。
企業会計を適用した下水道事業の健全経営を

推進するため、経営戦略を策定しました。

部長

山田 達史
Yamada Tatsushii

参事

大野 哲也
Ono Tetsuya

2021実行宣言・実績報告

基盤整備部

１年を通じて感じたこと

重点事業の実績報告



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

８

 毎日の支払い事務が円滑に進むよう努め
ました。

 債券の運用では、より良い運用に努めま
した。

収入・支出事務を迅速かつ適正に執行しま
す。

適正な執行に努めました。

会計事務の効率化に努めます。

事務の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。

適正な管理と運用に努めました。

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。

2021実行宣言・実績報告

会計管理者

村瀬 富喜子
Murase Fukiko

重 点 事 業 の 実 績 報 告

１年を通じて感じたこと



教育委員会事務局の役割
【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

９

今年度も昨年度に引き続き、新型コロナ
感染症の対応に追われた1年でした。国の
GIGAスクール構想の前倒しにより、全児
童生徒に1人1台のタブレット端末が配備さ
れ全学校でオンライン授業を行うことがで
きたことで一気に児童生徒のICT教育が進
みました。そのため、休校時の対応も可能
となりました。また、学校給食では今年度
からアレルギー対応食の提供を行い、食の
安全環境を進めています。
今後の課題としては、老朽化に伴う学校施
設の将来に向けた改修等の計画を進めるこ
とや、増加している不登校児童生徒に対し
て、より効果的な支援体制を構築していく
必要があると思われます。また、関商工に
関しては、来年度も引き続き中長期の関商
工の姿を検討していきます。
これからも子どもたちの大切な命を守り、
安心・安全な教育環境を確保するための事
業を進めていきます。

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及び施設整備を進めます。

トイレの洋式化及び空調更新の追加工事を行
い、全小中学校のトイレ及び空調整備が完了し
ました。また、小中学校校舎の長寿命化改修計
画に基づき基本設計や事前調査を行い、来年度
からの実施に向けて進めていきます。関商工高
等学校では第1グランドの改修が終了しました。

学校給食では、2学期からアレルギー対応食（鶏
卵除去食）を全小中学校で提供します。

新学校給食センターにアレルギー食対応室を
設置し環境が整ったことにより、試行期間を経
て2学期から本格的にアレルギー対応食（鶏卵除
去食）の提供ができました。来年度も引き続き
判定委員会を行いながら、児童生徒に安心・安
全な給食を提供していきます。

ふるさと教育を基礎として、児童生徒の自己肯定
感を高める特色ある教育活動を推進します。

コロナ禍の継続により学校での教育活動が制
限される中でも、各学校が実施内容や方法を工
夫することで、すべての学校でふるさとに根ざ
した特色ある教育活動を展開することができま
した。例えば、地域と一体感の強い板取川中学
校のリズムダンスは、全国１位に相当する文部
科学大臣賞を受賞しました。

児童生徒に一人一台のタブレットを使った効果
的な授業を実施するなど、ＩＣＴを活用した教
育を推進します。

ICT支援員の派遣や教職員研修により、すべ
ての学校で一人一台のタブレットを使った授業
が展開できるようになりました。また、臨時休
校や学級閉鎖等、登校できない児童生徒にもオ
ンラインで学習支援ができるようになりました。
今後もICTを活用し、個別最適な学習・協働的
な学習を目指します。

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。

まなびセンターの適応指導教室への通級者は
40名と過去最高となり、多い日では10名程度が
来室しました。ふれあい親の会や進路説明会、
教育相談に関する教職員の研修、子ども家庭課
との連携による支援等を行いました。新規事業
の公認心理師による発達検査は、来年度は教職
員研修へと拡充します。

2021実行宣言・実績報告

教育委員会事務局

局長 三輪 之
Miwa Yuki

１年を通じて感じたこと

重 点 事 業 の 実 績 報 告



局長 西部 延則
Nishibu Nobunori

１０

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。

市議会とは、住民代表として選挙で選ば
れた議員（２３名）で構成されています。
市の重要施策、予算、条例などを審議し決
定する「議決機関」であります。
昨今では、市民の要望を市政に反映させ

ること、また、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に努めること
が求められています。
事務局職員としては、知識の向上に努め

職務の遂行をしていきます。

円滑な議会運営の推進に努めます。

本会議、各常任委員会等において、議長
や委員長のサポート役に努めました。また、
各会派間や当局との調整も積極的に行いま
した。

議会だより・議会ホームページを充実し、
身近で開かれた議会を目指します。

市民の方々の市議会への関心を高めるた
め、中身が濃く、またわかりやすい「議会
だより」の作成に努めました。

議会のペーパーレス化を推進し、コスト削
減に努めます。

議会での議案のほか会議資料は電子デー
タで配付するほか、議員への事務連絡は
メールで行うなど、積極的にタブレット端
末を活用し、紙の使用削減に努めました。

議員活動を支援します。

政策立案のため、情報提供などを積極的
行い支援しました。

2021実行宣言・実績報告

議会事務局

重 点 事 業 の 実 績 報 告

１年を通じて感じたこと


