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部局長 の 実行宣言

市長の施政方針に従って業務を推進する各部局において、その運営責任者である各
部局長が、どのような重点目標を持ち、どのような具体的な取組を展開するかを、
「部局長実行宣言」として市民のみなさんに明らかにします。
また、この「部局長実行宣言」により次の３点の実現を図ります。

01. 各部局長が自らの執行責任を明確化することで、各部局の業務に対するマネジ

メント機能を向上させます。

02. 各部局の目標や重点課題に対する取組を職員間で共有し、 組織力を最大限に発

揮させます。 また、業務の実施に計画性とスピード感を持ち、確実に実行させます。

03. 重点的に取り組むこと及びその実績を市民のみなさんに分かりやすく説明する

ことで、行政の透明性を確保します。

部 局 名 所 属 課 名 頁

市長公室 秘書課 企画広報課 危機管理課 01

財務部 財政課 行政情報課 管財課 税務課 契約検査課 02

協働推進部 市民協働課 生涯学習課 文化課 スポーツ推進課 地域事務所 03

健康福祉部 福祉政策課 高齢福祉課 子ども家庭課 市民健康課 04

市民環境部 市民課 保険年金課 環境課 05

産業経済部 商工課 観光課 農林課 06

基盤整備部
（部長、参事の連名）

建設総務課 都市計画課 土木課 水道課 下水道課 07

会計 会計課 08

教育委員会事務局 教育総務課 学校教育課 関商工高等学校 09

議会事務局 議会事務局 10

「実行宣言」の目的

部局の構成
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本指標は社会動態の状況を示しており、本数値
（転入－転出）がプラスになることが重要です。市
の活力を維持するために、重要な指標となる社会動
態の動向を注視しています。

室長 森川 哲也
Morikawa Tetsuya

市長公室
政策 −第5次総合計画−

政策5 安心な「暮らし」を守る（防災）
政策7 持続可能な行財政運営を行う（行財政・人口減少）

01. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

秘書課 42 職員育成
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

市長公室長の重点取組
01. 第５次総合計画・後期基本計画を策定し、重点的に対策を講じます。

02. 共助による防災のまちづくりをより促進します。

03. 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。

04. 人口減少対策に力点を置き、まちに活力を生む取組を創出します。

05. 政策を推進するために「行政評価→実施計画→予算→人事」をマネジメントします。

01.

02.

このような事業を実施します！ この指標に注目します！

人口減少は、第５次総合計画の最重要課題です。
住民基本台帳人口が第５次総合計画の目標人口に近
づくように各種政策を積極的に推進しなくてはなり
ません。

【関市統計書】

今後５年間の市の方策を定める｢第５
次総合計画・後期基本計画｣を策定し、
まちに活力を創出します。

共助による防災のまちづくりを促進す
るために「（仮）防災基本条例」を策定
します。また、地域防災計画の見直しを
行うとともに、市民向け「防災ガイド
ブック」を発行します。

01.

02.
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部長 平川 恭介
Hirakawa Kyosuke

財 務 部
政策 −第5次総合計画−

政策7 持続可能な行財政運営を行う（行財政・人口減少）

02. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

財政課 44 財政運営
行政情報課 43 情報基盤 法務 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

財務部長の重点取組
01. 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。

02. ＩＣＴを活用した行政サービスの利便性の向上と業務の簡素化・効率化を図ります。

03. 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。

04. 市税の適正な賦課と収納率の向上を図ります。

05. 適正な入札・契約業務を維持します。

このような事業を実施します！ この指標に注目します！

オンライン申請システム
「ＬoGoフォーム」を利用し、
各種申請などのオンライン化00
を推進します。

統廃合、用途廃止などにより使用し
ていない施設を取壊し、公共施設の
削減を図ります。

02.

(旧)板取生涯学習センター

01.オンライン申請 01.

財政規模に対する借入金の返済額の割合を表す実質公債費比
率は、県内市や全国の同規模自治体と比較しても低い水準にあ
り、借入金の返済負担が少ないことがわかります。今後も公債
費負担の軽減に努めていきます。

02.

高度経済成長期後半に集中して建設された公共施設の老朽化
に伴う更新費用が課題になっています。本市は、令和9年度末
までに82,500㎡減らすことを目標にしています。
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部長 相宮 定
Aimiya Sadamu

協働推進部
政策 −第5次総合計画−

政策3 「まち」を共に創る（地域づくり・協働）

03. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

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（ダイバーシティ）

生涯学習課 15 人権 16 生涯学習
スポーツ推進課 17 スポーツ
文化課 18 文化・芸術・歴史

地域事務所 13 過疎対策・地域振興

協働推進部長の重点取組

01. 若者や女性がまちづくりに関わり、活躍できる環境づくりを推進します。

02. 心豊かに、安心して暮らせるコミュニティを目指し、地域委員会活動を促進します。

03. 「知の拠点」として誰もが利用しやすい、魅力ある図書館にリニューアルします。

04. 「市民ひとり１スポーツ」を広めるため、施設整備や各種スポーツ施策を推進します。

05. 芸術文化を鑑賞・創作できる機会の充実、文化財等の保存・継承・活用を推進します。

06. 地域おこし協力隊や宝磨き上げ事業により、過疎地域等の活性化を推進します。

このような事業を実施します！ この指標に注目します！※関市民アンケート

多くの市民が芸術文化に親しめるよう鑑
賞・参加プログラムを提供します。また、
学校アウトリーチ事業を行います。

02.

施設の安全性と利便性を向上させるた
め、学習情報館及び図書館の大規模改修を
行います。

01.
図書館多目的室

完成予想図

人口減少や少子高齢化の加速とともに、コロナ禍
の影響で、コミュニティの衰退が危惧されます。い
つまでも心豊かに、安心して暮らすことができるコ
ミュニティの新しい仕組みが必要です。

01.

それぞれの個性と能力を最大限に発揮できるような多様
性社会を構築することが求められています。特にLGBTフ
レンドリー宣言後、性の多様性について、教育現場での児
童生徒や、市民への啓発に力を入れています。

02.
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部長 森 小百合
Mori    Sayuri

健康福祉部
政策 −第5次総合計画−

政策1      地域全体で「人」を支える（健康・福祉・子育て）

04. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

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

健康福祉部長の重点取組

01. 第４期地域福祉計画に基づき、包括的・重層的な相談支援事業を充実させます。

02. 子どもの切れ目ない支援を行うために、子ども家庭総合支援拠点を強化します。

03. シニア世代が、生涯現役で活躍できる地域づくりを進めます。

04. コロナに負けない健康づくりを促進します。

05. 地域の特性を数値で表す「地域カルテ」を基に、地域づくり支援を進めて行きます。

このような事業を実施します！

要支援と判定された方を対象に、
３か月短期集中型のトレーニング
「健活」を行います。 「健活」で自
分の体に合った運動を学びます。

生涯現役事業で、
アクティブGmen♪75（元気に健康
寿命75歳以上を目指す）を結成し、
シニア層が活躍できるまちを目指し
ています。

01.

02.

02.

要支援対象の子
どもが年々増えて
います。福祉・保
健・医療・教育が
連携し、切れ目な
い支援を実現して
いきます。

この指標に注目します！

高齢化率が低くても、独居率が
高い。その逆もあり、地域によっ
て特徴があります。それぞれの地
域にあった地域づくりを支援する
必要があります。

01.
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部長 津谷 典男
Tsutani Norio

市民環境部
政策 −第5次総合計画−

政策5      安心な「暮らし」を守る（生活環境）

05. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

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

市民環境部長の重点取組

マイナンバーカードの申請が簡単でスムーズ
スピーディにオンラインで申請できる支援機器
を導入し、取得率向上に取り組みます。

01.

02.

このような事業を実施します！ この指標に注目します！

受診率は年々上昇傾向にありましたが、新型コロナウ
イルス感染症による受診控えの影響で令和2年度は低下
しました。感染流行前の受診率に戻るよう、健診受診の
必要性の周知を含めた受診率向上対策が必要です。
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関市「ゼロカーボンシティ」宣言

近年、世界各地では、地球温暖化が原因とみられる、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
況です。本市もその例外ではなく、平成３０年７月豪雨により甚大な
被害を受けており、こうした被害から人々の生命・財産・社会インフ
ラ・自然生態系などを守ることが求められています。
そのような中、２０１５年に合意されたパリ協定では「産業革命か

らの平均気温の上昇の幅を２℃未満とし、１．５℃に抑えるよう努力
する」との目標が国際的に広く共有されました。また、２０１８年に
公表されたＩＰＣＣ（国連の気候変動に関する政府間パネル）の特別

報告書では、「気温上昇を２℃よりリスクの低い１．５℃に抑えるた
めには、２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする必要が
ある」と示されています。
関市の環境の将来像「自然と産業と伝統文化の調和した心豊かなま

ち せき～みんなで力をあわせてつくります～」を実現するために、
市民・団体・事業者・市が連携し、地球温暖化対策意識を高め、２０
５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを宣言します。

２０２２年２月９日 関市長 尾関 健治

02.

脱炭素社会への取組を進めるため、啓発意識を高め
る市民参加型の講座やイベント、研修会などのほか、
省エネ化によるエネルギー削減に努めます。

01. 便利で暮らしやすい社会づくりの一環として、マイナンバーカードの普及促進を図ります。

02. 生活習慣病の予防・早期発見・重症化予防を図るとともに医療費の適正化につなげるため、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。

03. ゼロカーボンシティを目指すため、地球温暖化や生物多様性に対する市民意識の向上と、ごみを
減らし資源を分別しやすい環境整備を促進します。

【岐阜の国保】

01.

マイナンバーカード交
付率は、全国や県内の平
均値と比較し低い状況に
あり、更なる普及促進が
必要です。
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部長 武藤 好人
Muto    Yoshihito

産業経済部
政策 −第5次総合計画−

政策4      「まち」に活力を生む（産業・経済・雇用）

06. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

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

産業経済部長の重点取組

01. ものづくりの現場におけるゼロカーボンへの取組を応援します。
02. 低炭素で地産地消が可能なエネルギーである森林資源の有効活用を図ります。
03. ものづくりのまち「関」を支える中小企業の事業承継を進めます。
04. クラウドファンディングを活用した資金調達を支援することで起業を促進させます。
05. アフターコロナを見据え、観光誘客につながる新商品を開発します。
06. 観光客の来訪動機につながるプロモーションを効果的に実施します。
07. 水田の洪水緩和機能を発揮させる「田んぼダム」に取り組みます。
08. 地域の農林業を支える多様な担い手を確保し、育成します。

01.

02.

このような事業を実施します！ この指標に注目します！

地域経済は順調に推移していましたが、新型コロナの影響
により横ばいの状況にあります。地域経済を活性化させ、こ
れらの数値を再び伸ばしていく必要があります。

本市に観光で訪れる人は、新型コロナの影響により大幅に減少し
ています。アフターコロナを見据え、効果的なプロモーションやイ
ベントなどにより、本市を訪れる人を増やす取組が重要です。

二酸化炭素排出量の1/4は産業から排出されて
いることから、工場での脱炭素を推進するた
め、CO2排出量を年間10㌧以上削減する設備更
新を助成します。（ものづくり脱炭素経営促進
事業)

01.

水田の排水口に穴の開いた板を付けて排水量を
減らします。ゆっくり雨水を流すことで排水路の
急激な水位上昇を防ぎます。(田んぼダム）

02.
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部長山田 達史
Yamada Tatsushi

基盤整備部
政策 −第5次総合計画−

政策6      快適な「暮らし」を造る
（都市基盤整備･上下水道）

07. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

建設総務課 34 道路・橋りょう
都市計画課 30 都市計画・土地利用 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
下水道課 37 下水道

基盤整備部長・参事の重点取組

01. 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。

02. 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。

03. 交通の利便性を向上させるため。幹線道路の整備を進めます。

04. 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。

05. 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。

01.

このような事業を実施します！ この指標に注目します！

参事大野 哲也
Ono        Tetsuya
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配水管の

漏水修繕件数

01.

歴史・文化・自然の資源をつなぎ歩い
て巡れる遊歩道や、ふれあい広場など
人々が集い交流できる場所を整備し、
一体的な歩行者ネットワークを構築しま
す。

遊歩道やふれあい広場の整備 水道管の漏水修繕件数

02.下水道施設の老朽化対策

下水処理場内の機械・電気設備の老朽化が進ん
でおり、現在はこれらを優先して更新工事を行っ
ています。
また、し尿処理施設の老朽化に伴い、関市浄化

センター内に受け入れ施設を新たに建設予定で、
今後は基本設計・詳細設計を進めていきます。

高度成長期に設置した管路は、市内の至るとこ
ろで漏水が発生しており、修繕件数も年々増加傾
向にあり、現在計画的に更新を進めています。今
後は1980年代に設置した管路も徐々に老朽化が
進行し、漏水発生の可能性が生じてきます。
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島田 美佳
Shimada    Mika

会計管理者
08. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

会計課 44 財政運営

会計管理者の重点取組

01. 収入・支出事務を迅速かつ適正に執行します。

02. 会計事務の効率化に努めます。

03. 公金の適正な管理と、安全かつ効果的な運用に努めます。

04. 安全性を第一とした効果的な基金運用に努めます。

この指標に注目します！

基金を安全かつ有利に運用しています。ここ数年は、低金利
の時代ですが、適正に運用しています。

01.
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事務局長 三輪 之
Miwa      Yuki

教育委員会事務局

政策 −第5次総合計画−

政策2      明日を担う「人」を育てる（教育）

09. 2022実行宣言

役割 −第5次総合計画−

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

教育委員会事務局長の重点取組

01. 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や施設整備を進めます。

02. 学校給食では、アレルギー対応食（鶏卵除去食）の提供を全小中学校で継続します。

03. 児童生徒が一人一台のタブレットを活用した個別最適な学びと協働的な学びを推進します。

04. 発達障がいや不登校等をはじめとする多様なニーズに対応した支援体制を充実させます。

05. 関商工では、地域や他校種との連携を通じて、より専門性の高い教育を推進します。

オンラインでのICT研修やICT支援員の
学校訪問によりタブレット端末を積極的
に活用し、さらなるICT教育の充実を
図っていきます。また、オンライン授業
に対し各学校の平準化を図ります。

このような事業を実施します！ この指標に注目します！

「ふれあい教室」を中心に、不登校児童
生徒や発達障がいを持つ児童生徒に対
し、より効果的な支援ができるよう体制
を整えます。

01.

適応指導教室
「ふれあい教室」

02.

01.

自己肯定感を持つ児童生徒は、県・全国平均よりも高い
傾向にあります。ふるさと教育やSTEAM教育を通じて、多
様な人々と協働しながら新たな価値を創造できる教育活動
を推進します。

02.

本市の教育費は、学校耐震化に引き続き小中学校のトイ
レや空調の改修やＩＣＴ教育環境の整備など、県内市の平
均と比較して大きく上回っています。
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局長 後藤 勝巳
Goto katsumi

議会事務局
10. 2022実行宣言

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。

令和４年度議会事務局長の重点取組

01. 開かれた身近で親しまれる議会に向けて、情報発信に努めます。

02. 円滑な議会運営に努めます。

03. 議会運営の効率化とペーパーレス化を一層推進します。

04. 議員活動を支援します。

この指標に注目します！

議会の傍聴者数は、審議内容等により増減
する傾向です。令和２年から新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策として傍聴の自粛の協
力をお願いしているため、議場での傍聴者数
は減少しています。
引き続き、YouTubeによる議会ライブ中

継・録画配信など、インターネットを利用し
た情報発信を行っていきます。

本市では、 ツイッターを活用し、議会活動等を
情報発信しています。フォロワーを増やし、多く
の市民の皆さまに議会に関心を持っていただくこ
とが必要です。

市議会本会議場
傍聴席

01. 02.
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