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第 1 章  総  論 
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第 1 節  実施計画の概要 

 

 

 1 実施計画の目的と性格 

実施計画は、総合計画の基本構想－基本計画の下位に位置づけられ、具体的

な事業展開を、財政的な裏付けをもって総合計画の計画期間内の計画としてと

りまとめたもので、予算編成の指針となります。 

今回の実施計画では、総合計画『「市民みんなの道標
みちしるべ

」～未来につなげるま

ちづくり計画～（平成 26 年度～平成 29 年度）』で示した松阪市の未来の姿「市

民みんなで幸せを実感できるまち」の実現に向けて、施策の大綱である基本計

画を展開していくための具体的な事業を取りまとめています。 

 

 

 2 実施計画の期間および対象事業 

実施計画の期間は、総合計画の基本計画期間（平成 26 年度～平成 29 年度）

に合わせていますが、期間内における新市長の就任により、総合計画の改訂が

生じることから、本実施計画の計画期間は平成 28 年度の 1 年間とします。 

また、掲載事業は、基本計画の各施策を推進するために、主となって実施す

る事業とします。 

 

 

 3 財政の見通し 

投資的事業の財政的な裏付けは、「松阪市中期財政見通し」の｢投資的経費｣

を目安としています。 

また、限られた財源のなかで、事業の必要性や効果等に基づき、優先性や緊

急性を明らかにし、総合的に判断することによって最適な施策・事業の組み合

わせとなるよう努めています（「中期財政見通し」については次頁参照）。 
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松阪市中期財政見通し（普通会計）         （単位：百万円） 

区    分 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

歳 
 

 
 

入 

一 般 財 源 41,069  41,071  42,159  41,878  42,184  

 市     税 21,436  21,662  21,611  21,846  22,090  

 地 方 交 付 税 13,808  13,541  12,829  12,247  11,840  

 臨時財政対策債 1,900  1,900  2,900  2,900  3,300  

 そ  の  他 3,925  3,968  4,819  4,885  4,954  

国 ･ 県 支 出 金 12,825  13,056  13,063  13,201  13,343  

地 方 債 3,000  3,000  2,000  2,000  1,600  

その他の特定財源等 2,675  2,674  2,675  2,675  2,675  

合     計 59,569  59,801  59,897  59,754  59,802  

歳 
 

 
 

出 

義 務 的 経 費 30,989  31,093  31,774  31,927  31,936  

 人  件  費 10,181  10,251  10,369  10,343  10,154  

 扶  助  費 15,796  16,048  16,307  16,575  16,850  

 公  債  費 5,012  4,794  5,098  5,009  4,932  

投 資 的 経 費 3,608  3,437  2,764  2,306  1,885  

そ の 他 経 費 24,972  25,271  25,359  25,521  25,981  

 合     計 59,569  59,801  59,897  59,754  59,802  

 

 4 計画期間中の課題    

実施計画を策定するにあたっては、平成 28 年度の計画期間における行財政

運営だけを考えるのではなく、中長期的な展望を踏まえる中で計画策定を行い

ました。その中で、投資的事業については、新・健康センター建設事業、鎌田

中学校校舎改築事業、北部学校給食センター建設事業などの事業費が大きくな

ることから、他の計画事業との調整を図りながら実施計画を策定しました。 

歳出面では高齢者の増加による介護保険事業費や後期高齢者医療事業費の

増加等について、歳入面では地方税収や地方交付税の動向等について勘案し、

計画期間の事業の選択と事業規模の見直しを行いました。 

また、今後は、公共施設マネジメントの推進や、実施計画の各施策に対する

事業成果および実施手法等の検討を行うとともに、行財政改革による更なる経

費の節減や補助金等の見直し等を進め、事務事業を見直していく必要がありま

す。 

さらに、国の政策による地方行財政に与える影響等についても、その動向を

慎重に見極めながら対応を図っていく必要があります。 
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なお、下記事業については、現在基本設計を策定中であることから、事業費

については掲載していません。 

・観光交流拠点施設等整備事業（観光交流課） №166 

また、下記事業については、将来にむけたシステム構築の検討中であるため、

事業費については掲載していません。 

・証明書コンビニ交付事業（戸籍住民課） №340 
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第 2 節  実施計画に掲げた事業の概要 

 実施計画の事業数と事業費 

今回の実施計画に掲げた事業の数は 364 事業で、その事業費の合計は 19,845,903 千

円です。 

 

  施策 施策の展開 事業数 事業費(千円) 

1 医療・福祉 

救急医療 病院経営（市民病院） 

45 6,868,143 健康づくり 地域福祉・生活支援 

高齢者福祉 障がい者福祉 

2 子育て・教育 

子育て 保育園・幼稚園 

95 3,099,090 
学校教育 青少年育成・生涯学習 

人権教育 文化 

スポーツ 学校給食 

3 連携と交流 

地域自治活動および市民活動 

38 451,379 
人権の尊重 男女共同参画社会 

地域公共交通 観光・交流、地域ブランド 

都市計画 景観 

4 産業振興 

農業 松阪牛 

62 1,097,400 
林業 水産業 

商工業、企業連携・誘致、競輪 

雇用・勤労者福祉、消費生活   

5 生活・環境 

交通安全 防災 

86 7,616,290 

消防・救急・救助 防犯 

環境・再生可能エネルギー 資源循環型社会 

道路・河川 住宅・公園 

上水道および簡易水道 下水道 

6 行政経営 

行政システム 人的資源 

38 713,601 
広報と広聴   

情報公開および個人情報の保護 

自主財源   

   
計➤ 364 19,845,903 
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第 2 章  施策体系別主要事業 
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※ 事業費の単位は、千円です。 

※ 各施策名の前の“重”は、基本計画で重点施策と位置づけられた施策を示します。 

※ 施策体系別事業一覧で事業名が空欄となっている施策は、事業費がともなう具体

的な事業がない場合や、他の施策に記載された事業と事業費を共にしている場合

を示します。この場合、施策に関する取組内容を記載しています。 

※ 事業№の下に（定）と記述のある事業は、松阪市が中心市として構成する「松阪

地域定住自立圏」に係る連携事業です。 
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第 1 節  医療・福祉 

      ―いのちや痛みに関わることを大切にするまちづくり― 

 

 1 基本方向 

生活環境の向上や医療技術の進歩などにより平均寿命が延び、日本は世界有

数の長寿国になっています。この長寿社会において子どもからお年寄りまです

べての人々が生涯を安心して健康で楽しく暮らしていけるように、保健・医

療・福祉の充実を図り、日本一「いのち」を大切にするまちづくりを目指しま

す。 

2 施策に対応する事業の概要 

  施策 施策の展開 事業数 事業費 

① 救急医療 

重 一次救急医療体制の充実 

8 260,431 
重 医療機器と施設設備の整備 

  関係機関との連携強化 

  救急医療の適正利用 

② 

病院経営

（市民病

院） 

重 医師・看護師等の確保 

2 304,560 

重 医療機器および建物設備の整備 

重 病院経営の改善 

  センター化の推進 

  感染症対策の充実 

  地域医療機関との連携強化 

  過疎地における診療連携等の充実 

  大規模災害への備え 

③ 
健康づく

り 

重 市民の健康づくり活動の推進 

13 2,030,666 

重 女性特有のがん検診受診率の向上 

重 保健活動拠点の整備 

  感染症予防の推進 

  母子保健事業の推進 

  健康増進・健康診査事業の推進 
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  施策 施策の展開 事業数 事業費 

④ 

地域福

祉・生活

支援 

重 地域福祉活動の推進 

6 236,795 

重 地域福祉計画実践プランの推進 

  民生委員・児童委員活動の推進 

  ボランティア活動の支援 

  福祉意識の高揚 

  地域連携活動サポートチームの活動強化 

  生活困窮者等の自立の促進 

⑤ 
高齢者福

祉 

重 二次予防対象高齢者に対する介護予防教室の開催 

4 196,305 

重 認知症サポータ－の養成 

重 高齢者安心見守り隊の育成・地域活動の推進 

重 ボランティアポイント制度の推進 

  地域包括支援センターの機能強化と多職種協議の推進 

  介護予防いきいきサポーターの養成 

  次期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の策定・計画に基づく推進 

⑥ 
障がい者

福祉 

重 「育ち」の相談支援体制および拠点整備 

12 3,839,386 

重 障害福祉サービスの充実 

重 社会参加の促進および雇用支援 

  相談支援システムの整備 

  コミュニケーション支援の充実 

  障がいに関する正しい理解の促進 

      合計➤ 45 6,868,143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

①救急医療

一次救急医療体制の充実

1

(定)

一次救急医療体

制事業

救急医療体制の充実を図るこ

とを目的とし、休日・夜間におけ

る一次救急医療体制のための

事業委託を実施する。

(休日・夜間における一次救

急医療体制事業委託)

(休日・夜間における一次救

急医療体制事業委託)

休日・夜間における一次救

急医療体制事業委託
5,462 健康推進課

2

(定)

休日夜間応急診

療所管理運営事

業

年間を通じ休日・夜間における

一次救急診療体制を実施す

る。

(休日・夜間における一次救

急応急診療の管理運営)

(休日・夜間における一次救

急応急診療の管理運営)

休日・夜間における一次救

急応急診療の管理運営
194,140 健康推進課

3 飯高診療所事業

波瀬診療所、森診療所、宮前

診療所、飯高歯科診療所の

指定管理者制度による運営管

理を実施する。

(指定管理者制度により運

営する各飯高診療所の管

理運営)

(指定管理者制度により運

営する各飯高診療所の管

理運営)

指定管理者制度により運営

する各飯高診療所の管理

運営

1,984 健康推進課

4
飯南眼科クリニック

事業

山村地区の眼科医不足を補う

ため、眼科クリニックの管理運営

を実施する。

(飯南眼科クリニック管理運

営)

(飯南眼科クリニック管理運

営)

飯南眼科クリニック管理運

営
10,761 健康推進課

医療機器と施設設備の整備

5

飯南眼科クリニック

医療機器整備事

業

高齢者が安心して受診出来る

環境をつくるため、地域医療の

充実をめざし、医療機器の更

新導入を実施する。

(視力検査機器の更新) (画像診断装置の導入) － 0 健康推進課

関係機関との連携強化

6

(定)

病院群輪番制病

院運営費補助金

年間を通じ休日・夜間の重傷

患者に対応する二次救急医療

体制運営事業への助成を実施

する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 34,524 健康推進課

7

(定)

小児救急輪番制

運営事業補助金

小児医療体制再編による小児

科二次救急医療体制運営事

業に対する助成を実施する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 12,786 健康推進課

救急医療の適正利用

8
救急医療を考える

集い事業

広く市民に対し、救急医療およ

び救急業務のあり方について啓

発を行うと同時に、意識啓発と

知識の普及を図るため、応急

手当等の参加体験型の訓練を

実施する。

(松阪市健康フェスティバル・

救急医療を考える集いの開

催)

(松阪市健康フェスティバル・

救急医療を考える集いの開

催)

松阪市健康フェスティバル・

救急医療を考える集いの開

催

774 健康推進課

②病院経営（市民病院）

医師・看護師等の確保

県内外の大学病院、看護学

校等への訪問、人事評価制

度、修学資金貸与制度を活用

した研修医、看護師の確保を

図る。

(HP・市広報等による募

集、大学病院等への訪問

活動、人事評価、修学資

金貸与制度の実施)

(HP・市広報等による募

集、大学病院等への訪問

活動、人事評価、修学資

金貸与制度の実施)

HP・市広報等による募集、

大学病院等への訪問活

動、人事評価、修学資金

貸与制度の実施

－
市民病院事務部

経営推進課

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

10



第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

医療機器および建物設備の整備

9
医療機器更新事

業

新規医療機器購入および耐用

年数超過医療機器の買い替え

を行う。

(市民病院医療機器整備

事業)

(市民病院医療機器整備

事業)

市民病院医療機器整備事

業
304,560

市民病院事務部

経営推進課

10
建設附帯施設整

備事業

老朽化した建物附帯設備を更

新する。
(建物附帯設備整備事業) (建物附帯設備整備事業) ー 0

市民病院事務部

経営推進課

病院経営の改善

総合企画室を中心とした「松阪

市民病院運営（経営）等改

善実績行動工程表」に基づき

業務を実行する。

(経営分析、設備更新、診

療報酬改定等の対応)

(経営分析、設備更新、診

療報酬改定等の対応)

経営分析、設備更新、診

療報酬改定等の対応
ー

市民病院事務部

経営推進課

センター化の推進

医師（専門医）の確保に取り

組む。

(医師確保、専門看護師等

の養成、外来ブース等の改

修検討)

(医師確保、専門看護師等

の養成、外来ブース等の改

修検討)

医師確保、専門看護師等

の養成、外来ブース等の改

修検討

ー
市民病院事務部

経営推進課

感染症対策の充実

第二種感染症病床（2床）の

運営。感染管理認定看護師を

養成し医療関連感染予防と管

理の充実化を図る。

(第二種感染症病床の運

営、新型インフルエンザ等の

パンデミック時の対策強化)

(第二種感染症病床の運

営、新型インフルエンザ等の

パンデミック時の対策強化)

第二種感染症病床の運

営、新型インフルエンザ等の

パンデミック時の対策強化

ー
市民病院事務部

経営推進課

地域医療機関との連携強化

二次救急医療体制の維持、ピ

ンクリボン活動、予約センターの

充実、臨床懇話会、市民公開

講座等により、地域の病院、診

療所からの患者紹介率、患者

逆紹介率の向上を図る。

(地域の病院、診療所との

連携強化に係る各種取組

の実施)

(地域の病院、診療所との

連携強化に係る各種取組

の実施)

地域の病院、診療所との連

携強化に係る各種取組の

実施

ー
市民病院事務部

経営推進課

過疎地における診療連携等の充実

過疎地におけるへき地医療

（外来診療）について、へき地

診療所への代診医師の派遣、

へき地診療所医師の研修等の

受け入れ、地域住民に対する

医療相談、健康講座等支援

の強化を図る。

(へき地診療所への代診医

師の派遣および予防啓発の

実施)

(へき地診療所への代診医

師の派遣および予防啓発の

実施)

へき地診療所への代診医師

の派遣および予防啓発の実

施

ー
市民病院事務部

経営推進課

大規模災害への備え

院内災害マニュアルの見直しに

よる大規模災害に備えた傷病

者の受入れ体制の確立（災

害訓練の実施）、大震災にお

ける災害派遣医療チーム

（DMAT)、医療チームの派遣

を行う。

(災害派遣チームの派遣体

制整備、災害訓練の実施

および災害時における備品

等の整備)

(災害派遣チームの派遣体

制整備、災害訓練の実施

および災害時における備品

等の整備)

災害派遣チームの派遣体

制整備、災害訓練の実施

および災害時における備品

等の整備

－
市民病院事務部

経営推進課
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第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

③健康づくり

市民の健康づくり活動の推進

11
健康づくり推進事

業

健康づくり計画に基づき、地

域・学校・職域等と協働した市

民参画による健康づくり事業を

展開する。中でも、運動の推

進、より良い食習慣の獲得の

取組を重点的に実施する。

(計画の推進、住民主体に

よる地域健康づくり事業の

推進等)

(計画の推進、住民主体に

よる地域健康づくり事業の

推進、歯と口腔の健康づくり

推進計画策定等)

計画の推進、評価と住民主

体による地域健康づくり事

業の推進、新たな健康づくり

計画の策定、歯と口腔の健

康づくり推進協議会の開催

等

5,748 健康推進課

女性特有のがん検診受診率の向上

12 健康診査事業

健康増進法健康診査、各種

がん検診、歯周病検診、骨そ

しょう症検診、乳がん・子宮頸

がん無料クーポン券の送付、大

腸がん検診等を実施する。

(各種検診の実施) (各種検診の実施) 各種検診の実施 326,810 健康推進課

保健活動拠点の整備

13
新・健康センター建

設事業

建設場所および施設計画につ

いて、市民や関係団体等の意

見を生かした施設整備を実施

する。

(用地取得、地質調査、設

計)

(建設、駐車場整備

駐車場賃借)

建設、駐車場整備、駐車

場賃借、解体等
862,207 健康推進課

感染症予防の推進

14 予防接種事業
予防接種を、医療機関委託に

て実施する。

(予防接種の医療機関委

託)

(予防接種の医療機関委

託)
予防接種の医療機関委託 471,778 健康推進課

15 感染症予防事業

65歳以上の市民への結核検

診を実施、新たなインフルエンザ

等の感染予防に用いる手指消

毒剤等を備蓄する。

(結核検診実施、手指消毒

剤等の備蓄)

(結核検診実施、手指消毒

剤等の備蓄)

結核検診実施、手指消毒

剤等の備蓄
312 健康推進課

16
任意接種助成事

業

肺炎球菌を原因とする高齢者

の肺炎予防のため、また麻しん

風しん定期接種もれ者の経過

措置として、接種費用の一部

助成を実施する。

(高齢者肺炎球菌ワクチン

接種費用の一部助成（生

涯1回、一人当3,000円助

成）)

(接種費用の一部助成

（高齢者肺炎球菌ワクチン

生涯1回、一人当3,000円

助成）（MRワクチン　1回

当7,000円上限）)

接種費用の一部助成（高

齢者肺炎球菌ワクチン　生

涯1回、一人当3,000円助

成）（MRワクチン　1回当

7,000円上限）

10,062 健康推進課

母子保健事業の推進

17 母子保健事業

母子健康手帳交付、乳児健

康診査、未熟児、新生児、乳

幼児訪問指導、育児サークル

活動支援、妊婦や乳幼児に関

する健康相談、健康教育等を

実施する。

(母子健康手帳交付、乳児

健康診査、未熟児、新生

児、乳幼児訪問指導等)

(母子健康手帳交付、乳児

健康診査、未熟児、新生

児、乳幼児訪問指導等)

母子健康手帳交付、乳児

健康診査、未熟児、新生

児、乳幼児訪問指導等

181,926 健康推進課

18
１歳６か月児健

康診査事業

1歳6か月児健康診査および

事後フォロー教室等を実施す

る。

(1歳6ヶ月児健康診査、事

後フォロー教室、言語相談

等)

(1歳6ヶ月児健康診査、事

後フォロー教室、言語相談

等)

1歳6ヶ月児健康診査、事

後フォロー教室、言語相談

等

5,607 健康推進課

19
特定不妊治療費

補助金

不妊治療のうち、体外受精およ

び顕微授精を受けた夫婦に対

し、その費用の一部助成を実

施する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 14,200 健康推進課

20
不育症治療費補

助金

不育症治療を受けた夫婦に対

し、その費用のうち保険適用外

の治療費の一部助成を実施す

る。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 533 健康推進課
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第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

健康増進・健康診査事業の推進

21
特定健康診査等

事業

メタボリックシンドロームの予防・

改善を目的にした特定健康診

査を実施し、健康の保持に努

める必要がある方へ支援する。

(生活習慣改善の必要な

方々に対する動機付け支援

および積極的支援の実施)

(生活習慣改善の必要な

方々に対する動機付け支援

および積極的支援の実施)

生活習慣改善の必要な

方々に対する動機付け支援

および積極的支援の実施

145,126 保険年金課

22 健康教育事業

各地区健康講座、生活習慣

病予防教室、イベント啓発事

業等を実施する。

(健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、歯の健康

まつり、三雲（嬉野）・嬉

野（三雲）ふれあい健康ま

つり、健康講座の開催)

(健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、歯の健康

まつり、嬉野・三雲ふれあい

健康まつり、健康講座の開

催)

健康ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、歯の健康

まつり、三雲・嬉野ふれあい

健康まつり、健康講座の開

催

5,569 健康推進課

23 健康相談事業

40歳以上65歳未満の成人を

対象とし、生活習慣病に関する

個別の相談や、心身の相談に

応じ、必要な支援および助言を

行う。

(各地区健康相談、歯周病

相談等)

(各地区健康相談、歯周病

相談等)

各地区健康相談、栄養相

談等
788 健康推進課

④地域福祉・生活支援

地域福祉活動の推進

24
社会福祉協議会

補助金

住民の社会福祉に対する関心

と理解を深め、地域住民の参

加と協力を得て、福祉活動を

積極的に実施するため、地域

福祉活動推進の中核となる松

阪市社会福祉協議会に対し

助成を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 201,735 福祉ささえあい課

地域福祉計画実践プランの推進

25
地域福祉計画策

定事業

地域福祉を推進させ、地域住

民や住民協議会等社会福祉

に関わるすべての関係機関、団

体の役割をふまえながら、連

携、協働を図り、地域の福祉

活動を推進する。

(松阪市地域福祉計画実

践プランの推進)

(松阪市地域福祉計画実

践プランの推進)

松阪市地域福祉計画実践

プランの推進
0 福祉ささえあい課

民生委員・児童委員活動の推進

26

民生委員児童委

員協議会連合会

活動費補助金

民生委員児童委員任務遂行

のための各種研修会、諸活動

に対する助成を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 5,700 福祉ささえあい課

ボランティア活動の支援

充実したボランティア活動を図る

ため、より一層の事業展開を実

施する、地域福祉の担い手で

ある松阪市社会福祉協議会に

対し、助成を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 24に含む 福祉ささえあい課

福祉意識の高揚

福祉のあり方について理解を深

め、福祉への意識を高めるた

め、松阪市社会福祉大会を開

催する。開催経費の一部を松

阪市社会福祉協議会に対し、

助成する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 24に含む 福祉ささえあい課
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第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

地域連携活動サポートチームの活動強化

地域連携活動サポートチームが

地域に入って地域住民とともに

汗を流し、地域福祉活動の支

援を行う。

(地域連携活動サポートチー

ムの活動強化)

(地域連携活動サポートチー

ムの活動強化)

地域連携活動サポートチー

ムの活動強化
－ 福祉ささえあい課

生活困窮者等の自立の促進

27
生活困窮者自立

相談支援事業

現に経済的困窮し最低限度の

生活を維持することができなくな

るおそれがあるものに対し、自立

に関する相談支援等を行う。

(－)
(自立相談支援窓口の開

設、支援相談員等の配置)

支援相談員等の配置、就

労準備支援事業構築
23,000 福祉ささえあい課

28

生活困窮者住居

確保給付金支給

事業

離職により住宅を失った生活困

窮者に対して賃貸住宅の家賃

3か月分の支給給付を行う。

(－) (住居確保給付金の支給) 住居確保給付金の支給 2,373 福祉ささえあい課

29
生活保護受給者

就労支援事業

就労支援相談員を雇用し、稼

働能力を有する被保護者に対

して就労喚起を行いつつ、就労

に向けて専門的なフォローを行

う。

(就労喚起、専門的なフォ

ロー)

(就労喚起、専門的なフォ

ロー)

就労喚起、専門的なフォ

ロー
3,987 保護課

⑤高齢者福祉

二次予防対象高齢者に対する介護予防教室の開催

30
二次予防対象高

齢者施策事業

スクリーニングを行い生活機能

の低下が疑われる高齢者に対

する介護予防教室等事業を実

施する。

(介護予防教室等の実施) (介護予防教室等の実施) 介護予防教室等の実施 7,530 高齢者支援課

認知症サポータ－の養成

地域の見守りや支え等によっ

て、認知症の人が安心して暮ら

すことができる支援体制の構築

を図る。

(認知症サポーター養成講

座の開催)

(認知症サポーター養成講

座の開催)

認知症サポーター養成講座

の開催
－ 高齢者支援課

高齢者安心見守り隊の育成・地域活動の推進

地域の見守りや支え等によっ

て、認知症の人が安心して暮ら

すことができる支援体制の構築

を図る。

(高齢者安心見守り隊の養

成講座・研修の開催および

活動の支援)

(高齢者安心見守り隊の養

成講座・研修の開催および

活動の支援)

高齢者安心見守り隊の養

成講座・研修の開催および

活動の支援

－ 高齢者支援課

ボランティアポイント制度の推進

65歳以上の方が介護に関する

ボランティア活動を通じて、自ら

の健康増進と介護予防を図

り、高齢者がいきいきと暮らすこ

とのできる地域づくりを推進す

る。

(高齢者ボランティアの募集・

登録・育成と受入施設の募

集・許可、協賛事業所の募

集、活動ポイント交付還元)

(高齢者ボランティアの募集・

登録・育成と受入施設の募

集・許可、協賛事業所の募

集、活動ポイント交付還元)

(高齢者ボランティアの募集・

登録・育成と受入施設の募

集・許可、協賛事業所の募

集、活動ポイント交付還元)

－ 高齢者支援課

地域包括支援センターの機能強化と多職種協議の推進

31
地域包括支援セン

ター事業

包括的支援事業の４事業(介

護予防ケアマネジメント、総合

相談支援、権利擁護、包括

的・継続的マネジメント)を一体

的に行う地域包括支援セン

ターを運営する。

(地域包括支援センターの

運営)

(地域包括支援センターの

運営)

地域包括支援センターの運

営
180,832 高齢者支援課
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第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

介護予防いきいきサポーターの養成

32
一次予防対象高

齢者施策事業

65歳以上の高齢者すべてを対

象とし、介護予防についての普

及啓発活動や地域での介護

予防の活動を支援する。

(介護予防の普及啓発活

動、地域での介護予防の活

動支援)

(介護予防の普及啓発活

動、地域での介護予防の活

動支援)

介護予防の普及啓発活

動、地域での介護予防の活

動支援

7,943 高齢者支援課

次期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の策定・計画に基づく推進

33
介護保険事業計

画等策定事業

高齢者がいつまでも安心して地

域で暮らし続けることができるま

ちを目指し、高齢者保健福祉

施策および介護保険事業にお

ける取組等の見直しを実施す

る。

(平成２７年度から平成２

９年度の計画策定にかかる

事業)

(－) － 0 介護保険課

⑥障がい者福祉

「育ち」の相談支援体制および拠点整備

34
児童発達支援施

設運営事業

心身障がい児を対象に保護者

とともに通園し機能回復訓練を

目的として、基本的生活習慣

の取得を行わせ、集団生活へ

の適応等の療育を実施する。

(児童発達支援事業) (児童発達支援事業)

児童発達支援事業、放課

後等デイサービス事業、障が

い児保育園等訪問支援事

業等

116,054 障がいあゆみ課

35
子ども発達総合支

援施設整備事業

児童発達支援事業および放課

後等デイサービス事業、市自主

事業の保育園等訪問支援事

業や障がい児相談支援事業

等を実施する新療育施設を整

備する。

(地質調査委託、設計業務

委託)

(監理業務委託、建設工

事)
建設工事 222,094 障がいあゆみ課

障害福祉サービスの充実

36 介護給付事業

障害者総合支援法に基づく障

害福祉サービスのうち、介護を

伴う支援給付を行う。

(居宅介護支援、短期入

所、療養介護、生活介護、

施設入所支援、相談支援)

(居宅介護支援、短期入

所、療養介護、生活介護、

施設入所支援、相談支援)

居宅介護支援、短期入

所、療養介護、生活介護、

施設入所支援、相談支援

2,005,405 障がいあゆみ課

37 訓練等給付事業

障害福祉サービス費のうち、訓

練等に関する必要な支援給付

を行う。

(自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援、共同

生活援助)

(自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援、共同

生活援助)

自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援、共同

生活援助

809,559 障がいあゆみ課

38 医療費助成事業

身体障害者手帳の1～3級、

療育手帳のA1・A2・B1または

精神障害者保健福祉手帳の1

級のいずれかに該当し、所得が

市の定める制限額未満の方を

対象に医療費の助成を行う。

(医療費の助成) (医療費の助成) 医療費の助成 472,362 福祉ささえあい課

39
児童発達支援給

付事業

児童福祉法に基づく障害児通

所支援を行う。

(児童発達支援、放課後等

デイサービス、障害児相談

支援)

(児童発達支援、放課後等

デイサービス、障害児相談

支援)

児童発達支援、放課後等

デイサービス、障害児相談

支援

154,614 障がいあゆみ課
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第１節　医療・福祉

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

社会参加の促進および雇用支援

40
手話普及啓発事

業

松阪市手と手でハートをつなぐ

手話条例制定に伴い、手話の

普及啓発、手話が使用しやす

い環境を構築するために啓発、

研修事業等を実施する。

(手話施策推進会議の開

催、手話普及啓発イベント

の開催)

(手話施策推進会議の開

催、手話普及啓発イベント

の開催、手話研修会促進

関係事業等の実施)

手話施策推進会議の開

催、手話普及啓発イベント

の開催、手話研修会促進

関係事業等の実施

4,073 障がいあゆみ課

41
生活訓練等支援

事業

障がい者の日常生活力を高め

るため、必要とする訓練・指導

を行う。

(重度身体障害者生活訓

練事業、知的障害者生活

自立支援訓練、視覚障害

者生活訓練)

(重度身体障害者生活訓

練事業、知的障害者生活

自立支援訓練、視覚障害

者生活訓練)

重度身体障害者生活訓練

事業、知的障害者生活自

立支援訓練、視覚障害者

生活訓練

7,211 障がいあゆみ課

42

障害者福祉セン

ター創作活動等事

業

在宅の障がい者の社会参加促

進のため、障害者福祉センター

において創作活動や日常生活

動作等の訓練を実施する。

(創作活動や日常生活動

作等の訓練)

(創作活動や日常生活動

作等の訓練)

創作活動や日常生活動作

等の訓練
10,353 障がいあゆみ課

相談支援システムの整備

43
障害者相談支援

事業

障がい者の豊かな生活支援の

ため、精神保健福祉士による

相談や指定相談支援事業者

による相談支援、成年後見制

度利用支援等を実施する。

(精神障がい者への支援、

基幹相談として指定相談支

援事業者へ委託)

(精神障がい者への支援の

充実、基幹相談として指定

相談支援事業者への委託

を実施)

精神障がい者への支援の充

実、基幹相談として指定相

談支援事業者への委託を

実施

22,693 障がいあゆみ課

44
自立支援協議会

事業

障がい者福祉関係者が集ま

り、相談支援体制の整備、困

難事例の検討や地域支援、療

育支援等を協議する。また、障

がい者福祉サービス事業者等

に対し、研修を実施する。

(障害者地域自立支援協

議会の開催)

(障害者地域自立支援協

議会の開催)

障害者地域自立支援協議

会の開催
2,076 障がいあゆみ課

コミュニケーション支援の充実

45
意思疎通支援事

業

聴覚障がい者のコミュニケーショ

ンを円滑に行うために、手話通

訳者および要約筆記者を派遣

する。また、手話通訳者を設置

し、窓口等の通訳や通訳者の

派遣調整、通訳技術の向上の

ための研修を実施する。

(手話通訳者・要約筆記者

の派遣、手話通訳の設置)

(手話通訳者・要約筆記者

の派遣、手話通訳の設置、

手話奉仕員養成講座の開

催)

手話通訳者・要約筆記者

の派遣、手話通訳の設置、

手話奉仕員養成講座の開

催

12,892 障がいあゆみ課

障がいに関する正しい理解の促進

障がいに関する正しい理解の促

進のため、市広報による啓発

や、障がい者団体等が実施す

る各種交流事業と地区福祉会

等との連携による交流事業を

推進する。

(障がい福祉に関する情報

の広報等による周知と交流

活動の周知啓発)

(障がい福祉に関する情報

の広報等による周知と交流

活動の周知啓発)

障がい福祉に関する情報の

広報等による周知と交流活

動の周知啓発

－ 障がいあゆみ課
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第 2 節  子育て・教育 

      ―日本一子育てと子育ちができるまちづくり― 

 

 1 基本方向 

子どもたちが松阪を愛する気持ちを持ち、次の世代の松阪をより素敵に彩っ

てもらうためにも、「日本一子育てがしやすいまち」「日本一子育ちができるま

ち」を目指します。 

子どもの成長を支える子育てを支援し、学校教育においては確かな学力と豊

かな心を育む教育を推進していきます。また、健康・競技・娯楽としてのスポ

ーツ環境の充実や、市民が集い、学びあえる環境を充実していくとともに、郷

土の多様な芸術・文化に触れることができる環境づくりを進めます。 

 2 施策に対応する事業の概要 

  施策 施策の展開 事業数 事業費 

① 子育て 

重 子どもたちがのびのび育つ環境づくり 

13 907,397 

  子育て相談・支援体制の充実 

  児童虐待への対応の充実 

  ひとり親家庭の自立支援対策の充実 

  障がい児への途切れのない支援 

  こども医療費助成の継続 

② 
保育園・ 

幼稚園 

重 待機児童解消に向けた取り組み 

5 238,832 

重 保育園・幼稚園等の窓口の充実 

  幼稚園の適正配置 

  保育園および幼稚園における保育・幼児教育の充実 

  保育園および幼稚園における子育て相談機能等の充実 

  保育園および幼稚園と小学校との連携強化 

③ 学校教育 

重 確かな学力の向上 

23 353,161 

重 豊かな心、健やかな体の育成 

重 教育環境の整備・充実 

  生徒指導・キャリア教育の充実 

  特別支援教育の充実 

  教職員研修等の充実 

  教育改革の推進 

  教育の情報化への取り組み 
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施策 

 
施策の展開 事業数 事業費 

④ 

青少年育

成・生涯学

習 

重 図書館活用の推進・子ども読書活動の推進 

10 380,848 

重 青少年育成団体の活動支援 

重 健全育成活動の促進 

重 生涯学習活動の推進 

  健全育成環境の整備 

  生涯学習施設の整備・充実 

⑤ 人権教育 

重 人権学習機会の提供 

6 29,836 
重 外国人児童生徒教育の充実 

  幼稚園・学校および家庭・地域の連携 

  教職員の研修の充実 

⑥ 文化 

重 松阪市文化芸術団体連絡協議会の充実 

17 484,315 

重 文化財の保護と継承 

  芸術文化活動の推進 

  文化資源の活用 

  文化施設の整備 

⑦ スポーツ 

重 生涯スポーツの充実 

16 212,188 

重 市民皆スポーツの推進 

  ニュースポーツの普及 

  スポーツのすそ野や競技人口の拡大 

  スポーツ少年団等の活動支援と育成 

  スポーツ施設の充実 

  松阪市スポーツ推進計画策定および計画に基づく推進 

  松阪シティマラソンのハーフ部門の導入 

⑧ 学校給食 

重 安全・安心で魅力ある学校給食と食育の推進 

5 492,513 

重 学校給食センター施設整備 

  食物アレルギー等への対応 

  衛生管理の向上と施設管理等の充実 

  保護者・地域との連携 

      合計➤ 95 3,099,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

①子育て

子どもたちがのびのび育つ環境づくり

46
放課後児童クラブ

活動事業

保護者が労働等により昼間家

庭にいない小学校等に通う子ど

もたちの健全な育成を図るた

め、地域の放課後児童クラブへ

事業を委託する。

(地域の放課後児童クラブへ

の事業委託)

(地域の放課後児童クラブへ

の事業委託)

地域の放課後児童クラブへ

の事業委託
137,267 こども未来課

47
放課後児童クラブ

施設整備事業

児童の健全育成に必要な保育

施設の確保のため、放課後児

童クラブ施設を整備する。

(花岡小学校区(施設改修

工事（床張替え）))

(松江小学校区(空調設備

設置工事)、豊地小学校区

（新築）)

専用施設新築工事　1棟・

既存施設の改修・修繕
55,911 こども未来課

子育て相談・支援体制の充実

48
次世代育成支援

推進事業

「次世代育成支援行動計画

（平成22年度～平成26年

度）」の進行状況の確認と評

価を実施する。「子ども・子育て

支援事業計画（平成27年度

～平成31年度）」の策定とそ

の進行管理を実施する。

(「次世代育成支援行動計

画」の進行状況の確認と評

価、「子ども・子育て支援事

業計画」の策定)

(－) － 0 こども未来課

49
子育て・子育ちプロ

ジェクト推進事業

あらゆる分野における子ども・子

育てにかかる具体的な施策を

立案し、事業化に向けた取組

を推進する。

(－)

(子ども・子育てプロジェクト

庁内検討委員会の開催、

「松阪市子ども・子育て支援

事業計画」に基づく諸施策

の進行状況の確認と評価)

(子ども・子育てプロジェクト

庁内検討委員会の開催、

「松阪市子ども・子育て支援

事業計画」に基づく諸施策

の進行状況の確認と評価)

3,000 こども未来課

50
家庭児童相談事

業

家庭における児童の養育にかか

る諸問題、躾・非行・虐待等の

相談に応じ、関係機関との連

携により対応する。

(児童養育・児童虐待に関

する相談、児童の緊急一時

保護、児童虐待の啓発活

動)

(児童養育・児童虐待に関

する相談、児童の緊急一時

保護、児童虐待の啓発活

動)

児童養育・児童虐待に関す

る相談、児童の緊急一時

保護、児童虐待の啓発活

動

3,496 こども未来課

51
子育て支援セン

ター管理運営事業

子育て支援センターの施設の

維持管理および運営を実施す

る。（ふれんず、森のくまさん、

げんきっこ、かんがるー、やまっ

こ）

(地域子育て支援拠点施

設)

(地域子育て支援拠点施

設)
地域子育て支援拠点施設 15,433 こども未来課

52

私立保育園子育

て支援センター運

営事業

私立保育園に対して、地域子

育て支援拠点事業を委託す

る。（みどり、さくら、山室山、わ

かすぎ、嬉野、久保、わかすぎ

第二）

(私立保育園地域子育て

支援拠点施設)

(私立保育園地域子育て

支援拠点施設)

私立保育園地域子育て支

援拠点施設
18,270 こども未来課

児童虐待への対応の充実

53
養育支援訪問事

業

養育の支援の必要があると判

断した家庭に対して、子育て経

験者等による育児・家事の援

助又は保健師等による具体的

な育児支援に関する技術的支

援を実施する。

(育児・家事の援助、育児

支援に関する技術的支援)

(育児・家事の援助、育児

支援に関する技術的支援)

育児・家事の援助、育児支

援に関する技術的支援
1,268 こども未来課

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

ひとり親家庭の自立支援対策の充実

54 医療費助成事業

母子・父子家庭の満18歳に

なった最初の3月末日までの子

どもと母または父（父母のいな

い子ども等を含む）で、所得が

市の定める制限額未満の方を

対象に医療費の助成を行う。

(医療費の助成) (医療費の助成) 医療費の助成 109,133 福祉ささえあい課

55
自立支援教育訓

練給付金事業

雇用保険の教育訓練給付の

受給資格を有していない母子

家庭の母又は父子家庭の父

が、職業能力開発のため指定

教育講座を受講し、修了した

場合、経費の20%を支給す

る。

(給付金の支給) (給付金の支給) 給付金の支給 125 こども未来課

56
高等職業訓練促

進給付金等事業

母子家庭の母又は父子家庭

の父が、就職の際に有利であり

かつ生活の安定に資する資格

の取得を促進するため、高等職

業訓練促進給付金等を支給

する。

(給付金の支給) (給付金の支給) 給付金の支給 11,896 こども未来課

57

ひとり親家庭等ファ

ミリーサポートセン

ター利用支援補助

金

まつさかファミリーサポートセン

ターを利用されたひとり親家庭

に対して、利用料金の3割を補

助する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 200 こども未来課

障がい児への途切れのない支援

発達障がい等を早期に発見

し、幼児期から就学・就労にい

たるまで各部門が連携し、子ど

もの発達に関する相談・助言・

検査等を総合的に行う。

(教育支援委員会・障がい

児保育支援委員会の開

催)

(教育支援委員会・障がい

児保育支援委員会の開

催)

教育支援委員会・障がい児

保育支援委員会の開催
－

健康推進課

学校支援課

育ちサポート室

こども未来課

こども医療費助成の継続

58 医療費助成事業

中学３年生（満１５歳になっ

た最初の３月末日まで）まで

のこどもで、保護者の所得が市

の定める制限額未満の方を対

象に医療費の助成を行う。

(医療費の助成) (医療費の助成) 医療費の助成 551,398 福祉ささえあい課

②保育園・幼稚園

待機児童解消に向けた取り組み

59
私立保育園施設

整備費補助金

私立保育園の定員拡充を図る

ための施設整備費の一部を補

助する。（三雲・嬉野地域）

(ー) (補助金の交付) 補助金の交付 213,367 こども未来課

60
幼稚園施設維持

修繕事業

幼稚園施設を安全安心に保

ち、時代の要請にあった施設水

準を確保するために施設の維

持修繕工事を行う。

(園舎、設備等の改修)
(園舎・設備等の修繕、環

境改善工事等)

園舎・設備等の修繕、環境

改善工事等
10,000 教育総務課

保育園・幼稚園等の窓口の充実

保育園・幼稚園入園等に係る

行政窓口が別々であるものを、

保護者の視点に立った行政組

織を構築する。

(窓口一本化の検討)

(教育委員会、福祉部担当

課による窓口一本化の協

議・検討及び先進市視察)

平成29年度窓口一本化に

向けた教育委員会、福祉

部担当課による協議・検討

－
教育総務課

こども未来課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

幼稚園の適正配置

望ましい集団活動が実践できる

教育環境を提供する。

(適正配置･新休園基準の

検討)

(適正配置･新休園基準の

実施(関係者との協議))

適正配置･新休園基準の

実施(関係者との協議)
－ 教育総務課

保育園および幼稚園における保育・幼児教育の充実

61

私立保育園延長

保育促進事業費

補助金

延長保育事業を実施する私立

保育園に対して補助する。

（私立保育園14園）

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 11,494 こども未来課

62

私立保育園休日

保育事業費補助

金

休日保育事業を実施する私立

保育園に対し、その経費の一

部を補助する。（みどり保育

園）

※H27年度より公立保育園に

て実施

(補助金の交付) (ー) － 0 こども未来課

63 延長保育事業
延長保育を実施する。（第一

保育園、白鳩保育園）
(延長保育事業) (延長保育事業) 延長保育事業 3,971 こども未来課

保育園および幼稚園における子育て相談機能等の充実

地域に開かれた園づくりに取り

組むため、保育園においては

「園庭開放」「遊ぼう会」等、幼

稚園においては「ひよこ教室」等

を通じ、子育て相談等の充実

を図る。

(公私立35保育園、公立

21幼稚園において相談等

の実施)

(公私立35保育園、公立

20幼稚園において相談等

の実施)

公私立35保育園、公立20

幼稚園において相談等の実

施

－
教育総務課

こども未来課

保育園および幼稚園と小学校との連携強化

保育園・幼稚園から小学校へ

のなめらかな接続のため、保幼

小の連携を密にした取組を一

貫して進める。（小学校と中学

校の段差解消も同様に進め

る）

(12中学校区で実施) (12中学校区で実施) 11中学校区で実施 －
学校支援課

こども未来課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

③学校教育

確かな学力の向上

64
特色ある学校づくり

推進事業

特色ある教育活動の推進を小

中学校・幼稚園で展開する。

農林業体験、ボランティア体験

等の実施、国際理解、情報、

環境、福祉、健康等の課題に

対応した体験活動を実施す

る。

（小中学校48校、幼稚園

20園で実施）

(小中学校48校、幼稚園

20園で実施)

小中学校47校、幼稚園20

園で実施
16,700 学校支援課

65
読書室いきいきプラ

ン事業

学校の読書室に図書館司書を

配置し、図書の整備を図るとと

もに児童生徒に対し、読書案

内や読書室の開閉、図書の貸

し出し、返却業務を行う。

(学校図書館業務委託料

（松阪市立中学校11

校）)

(－) － 0 学校支援課

66
郷土の偉人に学ぶ

教育推進事業

子どもたちが郷土に誇りと愛着

をもち、未来を切り拓いていくこ

とができるよう'小学校高学年

（4年生～6年生）を対象に、

「松阪の偉人に学ぶ授業」を展

開する。

(「偉人」に学ぶ授業、「偉

人」にかかる教材冊子作成)

(「偉人」に学ぶ授業、「偉

人」にかかる教材冊子印刷)

「偉人」に学ぶ授業、「偉

人」にかかる教材冊子印刷
1,240 学校支援課

67
学力向上推進サ

ポート事業

全国学力・学習状況調査から

明らかになった課題解決のため

に、教育推進アドバイザーの派

遣と標準学力検査の実施。ま

た、指定した校区の授業保育

実践発表会を実施する。

(授業保育実践発表校区・

授業改善サポート校区の指

定、教育推進アドバイザーに

よる指導・助言等)

(研究推進指定校区の実

践発表、教育推進アドバイ

ザーによる指導・助言等、標

準学力検査の実施)

研究推進指定校区の実践

発表、教育推進アドバイ

ザーによる指導・助言等、標

準学力検査の実施

7,340 学校支援課

豊かな心、健やかな体の育成

68
スポーツエキスパー

ト活用事業

中学校の運動部活動の指導に

外部民間人指導者を活用し

て、体育指導の充実を図る。

(外部民間人指導者による

指導)

(外部民間人指導者による

指導)

外部民間人指導者による

指導
882 学校支援課

教育環境の整備・充実

69
小学校施設維持

修繕事業

学校施設を安全安心に保ち、

時代の要請にあった施設水準

を確保するために施設の維持

修繕工事を行う。

(校舎・屋内運動場・プール

等の修繕工事)

(校舎・屋内運動場・プール

等の修繕、環境改善工事

等)

校舎・屋内運動場・プール

等の修繕、環境改善工事

等

100,000 教育総務課

70
中学校施設維持

修繕事業

学校施設を安全安心に保ち、

時代の要請にあった施設水準

を確保するために施設の維持

修繕工事を行う。

(校舎・屋内運動場等の修

繕工事)

(校舎・屋内運動場等の修

繕、環境改善工事等)

校舎・屋内運動場等の修

繕、環境改善工事等
40,000 教育総務課

71
鎌田中学校校舎

改築事業

築56年と54年が経過し老朽

化が著しく、教育環境整備のた

めに校舎の改築を行う。

（用地購入費、補償費）

(用地購入費、補償費

基本構想・基本計画策定

委託、測量調査委託)

基本設計・実施設計委託、

地質調査委託料等
27,368 教育総務課

生徒指導・キャリア教育の充実

72 わくわくワーク事業

中学生が職場での勤労体験を

通して、働くことの意義を学び、

将来の自分について考えるとと

もに、地域の人びとと交流するこ

とにより相互理解を図る。

(12中学校で実施) (12中学校で実施) 11中学校で実施 250 学校支援課

73 いじめ等対策事業

いじめや不登校の未然防止と

指導の充実を図るとともに、学

校や児童生徒、保護者に対す

る支援等の課題解消に向けた

取組を推進する。

(相談員派遣、QUの実施、

教職員研修、司法福祉相

談等)

(相談員派遣、QUの実施、

教職員研修、司法福祉相

談等)

相談員派遣、QUの実施、

教職員研修、司法福祉相

談等

13,556 学校支援課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

特別支援教育の充実

74
特別支援教育推

進事業

学校生活アシスタントを配置

し、特別支援教育の充実を図

る。

（学校生活アシスタントの

配置）

(学校生活アシスタントの配

置)

学校生活アシスタントの配

置
68,131 学校支援課

75
育ちサポート推進

事業

子ども本人や保護者、保育・教

育関係者に対して、発達や子

育ての相談や助言・検査等の

支援、障がい児の就学就園の

支援を行う。

(発達障がい等の相談や助

言・検査等の支援、障がい

児の就学就園の支援等)

(発達障がい等の相談や助

言・検査等の支援、障がい

児の就学就園の支援等)

発達障がい等の相談や助

言・検査等の支援、障がい

児の就学就園の支援等

19,500 育ちサポート室

教職員研修等の充実

76 教育研究事業

幼児児童生徒の育成を目指す

教育実践に役立つ研究を実施

し、その成果報告書を各学校・

園等に配付する。

(長期研修員による調査研

究、教科・課題別研究)

(長期研修員による調査研

究、教科・課題別研究)

長期研修員による調査研

究、教科・課題別研究
956 学校支援課

77 教職員研修事業

幼稚園（保育園）・小中学

校の教職員等を対象に、日常

の教育実践や教育研究、ある

いは教育実践上の問題解決に

役立つ研修の場を提供する。

(教科・領域別研修、教育

課題研修、乳幼児教育研

修等35講座)

(教科・領域別研修、教育

課題研修、乳幼児教育研

修等35講座)

教科・領域別研修、教育課

題研修、乳幼児教育研修

等35講座

1,414 学校支援課

78 教育相談事業

幼児児童生徒の生活や心の

問題等について、それぞれの状

況やニーズに応じた相談を実施

し、支援を行う。

(教育相談、臨床心理士に

よるカウンセラー相談（半日

月13回）)

(教育相談、臨床心理士に

よるカウンセラー相談（半日

月14回）)

教育相談、臨床心理士によ

るカウンセラー相談（半日

月14回）

3,853 学校支援課

79
教育情報活動事

業

要覧やたより・ホームページ等に

よる広報活動を行うとともに、教

育研究や教育実践に役立つ書

籍・資料を収集し、教職員への

貸出しや情報提供を行う。

(広報活動、書籍・資料・教

材等の収集と教職員への貸

出し等)

(広報活動、書籍・資料・教

材等の収集と教職員への貸

出し等)

広報活動、書籍・資料・教

材等の収集と教職員への貸

出し等

129 学校支援課

教育改革の推進

80
学校支援地域本

部事業

コーディネーターにより、地域住

民の中でボランティア活動をして

いただける方を学校の教育活

動支援につなげていく。

(安全支援、読書支援、学

習支援等のボランティア)
(－) － 0 学校支援課

81
地域の教育力活

用推進事業

学校、家庭、地域が連携協力

しながら、一体となって地域の子

どもたちを育むことにより、子ども

の豊かな育ちを確保するととも

に、地域の絆を強め、地域づくり

の担い手を育てる。

(－)
(学校・家庭・地域が一体と

なった学校づくりの推進)

学校・家庭・地域が一体と

なった学校づくりの推進
4,012 学校支援課

82
学校評議員推進

事業

学校評議員を設置し、教育活

動や学校と地域社会との連携

等、学校運営について意見、

助言を提言する。

(各小中学校において学校

評議員を設置)
(－) － 0 学校支援課

83
コミュニティ・スクール

推進事業

研究校において、学校運営協

議会（教職員、保護者代表、

地域代表）を設置し、校区の

地域性に応じたコミュニティ・ス

クールのあり方を研究する。

（小中学校が連携したコ

ミュニティ・スクールのあり方を

研究）

(－) － 0 学校支援課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

教育の情報化への取り組み

84
「教育の情報化」

推進事業

児童生徒の学力の向上に資す

るため、ICT教育の環境整備と

研究を進める。ICT支援員を

配置し、導入校の教育研究の

サポートを図る。

（三雲中のICT環境維持、

殿町中、飯高東中の環境

構築、ICT支援員の配置、

教育の情報化指針策定）

(－) － 0 学校支援課

85
新たな学びの創造

事業

児童生徒の学力の向上に資す

るため、ICT教育の環境整備と

研究を進める。ICT支援員を

配置し、導入校の教育研究の

サポートを図る。

(－)

（殿町中・飯高東中のICT

教育の環境整備、飯高西

中の新規導入、ICT支援員

配置、教育の情報化推進

計画策定）

導入校における教育の情報

化の取組、ICT支援員の配

置等

44,330 学校支援課

86

ICTを活用した学

びの推進プロジェク

ト事業

教員等のICT活用指導力のさ

らなる向上を目指し、三雲中、

殿町中、飯高東中において、

主体的で協働的な学びの研

究、また、次期学習指導要領

を見通した授業づくりの研究を

進める。

(－)

（ICTを活用したモデルカリ

キュラムの作成、学力向上を

目的としたアプリケーションの

活用、先進地視察や連絡

協議会への参加）

ICTを活用したモデルカリキュ

ラムの作成、学力向上を目

的としたアプリケーションの活

用、先進地視察や連絡協

議会への参加

3,500 学校支援課

④青少年育成・生涯学習

図書館活用の推進・子ども読書活動の推進

87
図書館改革推進

事業

読書活動の活性化や図書館

の利便性を図るために、ICTを

活用した交流創造型の図書館

として整備を行う。

(視察等研修、図書館改革

推進アドバイザー設置、ビブ

リオバトルの開催)

(図書館防水改修および指

定管理者の選定

学校との連携)

松阪図書館大規模改修の

設計業務

学校との連携

30,186 いきがい学習課

88
学校読書室等支

援事業

市図書館から小中学校へ司書

を派遣し、子どもの読書活動の

活性化と学校読書室の環境整

備を行う。

(ー)

(中学校１１校、小学校１

０校へ司書の派遣、ビブリオ

バトルの開催)

中学校１０校、小学校１

８校への司書の派遣、中学

校読書室へ図書システムの

導入

67,910 いきがい学習課

青少年育成団体の活動支援

89
放課後子ども教室

推進事業

安全・安心な子どもの活動拠

点を設け、地域の方々の参画

を得て、子どもたちと共に勉強や

スポーツ・文化活動、地域住民

との交流活動等の取組を推進

する。

(活動拠点の設置、勉強・ス

ポーツ・地域住民等の交流

等の推進)

(活動拠点の設置、勉強・ス

ポーツ・地域住民等の交流

等の推進)

活動拠点の設置、勉強・ス

ポーツ・地域住民等の交流

等の推進

2,363 いきがい学習課

健全育成活動の促進

90
青少年健全育成

事業

行政と各地区健全育成会や

青少年市民会議等が連携し

て、健全育成事業を推進す

る。

(非行防止パトロール、家庭

教育講座、講演会等)

(非行防止パトロール、家庭

教育講座、講演会等)

非行防止パトロール、家庭

教育講座、講演会等
6,577 いきがい学習課

91
青少年センター運

営事業

非行化するおそれのある少年に

対する補導活動や環境浄化

活動も行う。合同補導、夜間

補導、たまり場補導等随時行

う。

(青少年センターの運営事

業)

(青少年センターの運営事

業)
青少年センターの運営事業 14,602 いきがい学習課

生涯学習活動の推進

92
生涯学習振興事

業

住民の教養の向上や健康の増

進等を図るために、地域の要望

を生かした事業を開催する。

(学習機会（講座、講演

会、実習会等の開催）の

提供)

(学習機会（講座、講演

会、実習会等の開催）の

提供)

学習機会（講座、講演

会、実習会等の開催）の

提供

14,258 いきがい学習課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

健全育成環境の整備

悪書の回収等を青少年健全

育成団体と連携して実施して、

有害な社会環境の浄化を図

る。

(月1回程度、松阪駅周辺

等に設置の悪書回収箱

（通称：やぎの箱）の内

容物の回収)

(月1回程度、松阪駅周辺

等に設置の悪書回収箱

（通称：やぎの箱）の内

容物の回収)

月1回程度、松阪駅周辺

等に設置の悪書回収箱

（通称：やぎの箱）の内

容物の回収

－ いきがい学習課

生涯学習施設の整備・充実

93
公民館管理運営

事業

施設の利便性や安全性の向

上を図るために、適正な維持管

理を行う。

(施設の保守・補修他維持

管理業務)

(保守・補修他維持管理業

務)

保守・補修他維持管理業

務
77,468 いきがい学習課

94
中川コミュニティセン

ター管理運営事業

施設の利便性や安全性の向

上を図るために、適正な維持管

理を行う。

(施設の保守・補修、他維

持管理業務)

(施設の保守・補修、他維

持管理業務)

施設の保守・補修、他維持

管理業務
5,426 いきがい学習課

95
生涯学習センター

管理運営事業

施設の利便性や安全性の向

上を図るために、適正な維持管

理を行う。

(施設の保守・補修他維持

管理業務)

(施設の保守・補修他維持

管理業務)

施設の保守・補修他維持

管理業務
18,184 いきがい学習課

96
図書館管理運営

事業

施設の利便性や安全性の向

上を図るために、適正な維持管

理を行う。

(松阪図書館、嬉野図書館

の指定管理委託料等)

(松阪図書館、嬉野図書館

の管理運営業務)

松阪図書館、嬉野図書館

の管理運営業務
143,874 いきがい学習課

⑤人権教育

人権学習機会の提供

97
人権教育地域促

進事業

各地域の人権教育推進組織

へ人権教育の推進のための事

業を委託。全国的な人権教育

研究集会等へ市民の参加機

会を提供する。

(嬉野地域人権教育研究

会他４団体への委託)

(嬉野地域人権教育研究

会他４団体への委託)

嬉野地域人権教育研究会

他４団体への委託
2,428 人権まなび課

98

(定)

人権学習推進事

業

人権に関する学習機会の充実

を図る。

(人権講座の開催、人権講

演会の開催、差別をなくす

市民集会の開催)

(人権講座の開催、人権講

演会の開催、差別をなくす

市民集会の開催)

人権講座の開催、人権講

演会の開催、差別をなくす

市民集会の開催

2,365 人権まなび課

外国人児童生徒教育の充実

99

外国人児童生徒

いきいきサポート事

業

日本語初期適応支援教室

「いっぽ」、母語スタッフの巡回

指導、進路ガイダンスの開催等

を行う。

(｢いっぽ｣の開設、母語ス

タッフの配置、進路ガイダンス

の開催)

(｢いっぽ｣の開設、母語ス

タッフの配置、進路ガイダンス

の開催)

｢いっぽ｣の開設、母語スタッ

フの配置、進路ガイダンスの

開催

17,778 人権まなび課

100
外国人児童生徒

受入促進事業

外国人児童生徒の在籍の多い

小中学校をセンター校および準

センター校に指定し、外国人児

童生徒の受入体制を確立する

ための調査、研究を行う。

(運営協議会開催、母語ス

タッフ配置、日本語指導法

講座、多文化理解授業等

の実施等)

(運営協議会開催、母語ス

タッフ配置、日本語指導法

講座、多文化理解授業等

の実施等)

運営協議会開催、母語ス

タッフ配置、日本語指導法

講座、多文化理解授業等

の実施等

4,585 人権まなび課

幼稚園・学校および家庭・地域の連携

101
人権教育ネットワー

ク推進事業

各中学校区における人権教育

を推進していくために、保・幼・

小・中・地域の連携を深め、児

童生徒等の人権意識の向上を

図る。

(人権教育推進協議会等

への委託、｢子ども人権文化

フェスタ｣の開催)

(人権教育推進協議会等

への委託、｢子ども人権文化

フェスタ｣の開催)

人権教育推進協議会等へ

の委託、｢子ども人権文化

フェスタ｣の開催

1,780 人権まなび課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

教職員の研修の充実

102
人権教育研修事

業

すべての教職員が、人権問題

に対する認識を深め、実践力を

向上させることで、人権教育の

推進を図る。

(三重県人権大学講座への

派遣、県内の人権教育研

究大会の参加)

(三重県人権大学講座への

派遣、県内の人権教育研

究大会の参加)

三重県人権大学講座への

派遣、県内の人権教育研

究大会の参加

900 人権まなび課

⑥文化

松阪市文化芸術団体連絡協議会の充実

103
文化芸術団体共

催事業

松阪市文化芸術団体連絡協

議会と協働で、市民に芸術文

化の鑑賞および体験の機会を

提供する。

(芸術文化の鑑賞および体

験の機会の提供)

(芸術文化の鑑賞および体

験の機会の提供)

芸術文化の鑑賞および体験

の機会の提供
300 文化課

文化財の保護と継承

104
歴史的建造物公

開事業

歴史的建造物を公開するととも

に、建造物、庭園等の文化財

的な価値を維持するため必要

な管理を行う。

(御城番屋敷・原田二郎旧

宅・旧長谷川邸の公開、建

造物・庭園等の維持管理)

(御城番屋敷・原田二郎旧

宅・旧長谷川邸の公開、建

造物・庭園等の維持管理)

御城番屋敷・原田二郎旧

宅・旧長谷川邸の公開、建

造物・庭園等の維持管理

42,628 文化課

105
無形民俗文化財

普及事業

市民全体の財産である指定無

形民俗文化財を保存、活用し

ていくために、展示イベントや記

念イベント等の普及事業を開

催する。

(西野子踊り20周年展示イ

ベントの開催)

(射和祇園祭の屋台行事

10周年他4団体の普及事

業の開催)

－ 0 文化課

106
長谷川家文化財

専門委員会事業

旧長谷川邸の建造物および庭

園の適切な保存管理計画を策

定するため専門委員会を開催

する。

(文化財専門委員会の開

催)

(文化財専門委員会の開

催)
文化財専門委員会の開催 4,424 文化課

107
松坂城跡保存整

備事業

史跡松坂城跡が将来にわたっ

て市のシンボルとして今後もあり

つづけるよう、文化財調査の結

果に基づき、石垣修復および史

跡内環境整備を実施する。

(整備検討委員会の開催、

石垣調査委託)

(整備検討委員会の開催、

石垣調査委託、発掘調

査、測量調査)

整備委員会の開催、発掘

調査、測量調査、植栽工
16,044 文化課

108

松浦武四郎誕生

地保存整備活用

事業

市が史跡に指定する「松浦武

四郎誕生地」を公開・活用して

いく上で必要な保存整備を実

施する。

(整備検討委員会の開催、

設計業務、維持管理)

(整備検討委員会の開催、

設計業務、維持管理)

整備検討委員会の開催、

建物修理工事、工事監

理、便所・外構庭園整備設

計

111,552 文化課
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

芸術文化活動の推進

109
松阪歴史文化塾

事業

三重県指定文化財「旧長谷

川邸」を中心に、市内の歴史・

文化に対する理解と関心を高

めることを目的とした歴史文化

講座等を開催する。

(－) (－) 歴史文化講座等の開催 400 文化課

110
地域文化振興事

業

各地域の特性を生かした文化

振興を推進するため、文化組

織の育成と文化祭等の発表の

場を提供する。

(文化祭等の開催) (文化祭等の開催) 文化祭等の開催 3,991 文化課

111
市美術展覧会開

催事業

美術文化の祭典として美術鑑

賞の機会を提供し、創作意欲

を高めるとともに、美術に対する

理解を深め、美術水準の向上

を図るため、4部門会期2部制

で開催する。

(美術展覧会の開催)
(美術展覧会・体験型ワー

ショップの開催)

美術展覧会・体験型ワー

ショップの開催
2,643 文化課

112
音楽文化活動事

業

音楽を通して、世代や地域を

超えた文化振興を推進するた

め、小・中・高校生や社会人バ

ンドによる「吹奏楽フェスティバ

ル」、合唱団、幼児、小・中・高

校生、一般公募等で組織した

合唱団による「合唱フェスティバ

ル」を開催する。

(松阪吹奏楽フェスティバル・

松阪合唱フェスティバルの開

催)

(松阪吹奏楽フェスティバル・

松阪合唱フェスティバルの開

催)

松阪吹奏楽フェスティバル・

松阪合唱フェスティバルの開

催

2,264 文化課

113
文化センター自主

事業

市民に、芸術文化の機会を提

供する事業を行う。
(自主事業の実施) (自主事業の実施) 自主事業の実施 13,000 文化課

文化資源の活用

114
本居宣長記念館

補助金

国学者本居宣長の旧宅、宅

跡その他関係史蹟および遺

墨、遺品等を調査研究するとと

もに公開し、顕彰に努めるた

め、本居宣長記念館の管理運

営等に要する経費の一部を補

助する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 147,746 文化課

115
文化財センター管

理運営事業

博物館施設として、展示(はに

わ館・ギャラリー・嬉野考古

館)、資料調査・収集・整理・

復元(管理棟・嬉野整理所)、

保存(収蔵庫)を行う。

(文化財センター所管施設

の管理運営)

(文化財センター所管施設

の管理運営)

文化財センター所管施設の

管理運営
45,700 文化課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

文化施設の整備

116
松阪市民文化会

館施設整備事業

安全・安心の確保と、市民サー

ビスの向上を図るため、老朽化

に伴う施設設備の改修を行う。

(－)

(文化センター吊り天井改修

実施設計、非常用発電機

改修、吊物機器改修、音

響卓改修、非常放送設備

更新)

吊り天井改修、舞台吊物

ロープ改修
90,910 文化課

117

松阪コミュニティ文

化センター施設整

備事業

安全・安心の確保と、市民サー

ビスの向上を図るため、老朽化

に伴う施設設備の改修を行う。

(－) (非常灯改修) － 0 文化課

118
嬉野ふるさと会館

施設整備事業

安全・安心の確保と、市民サー

ビスの向上を図るため、老朽化

に伴う施設設備の改修を行う。

(－)
(調光ボーダーケーブル改

修、楽屋エアコン修繕)
－ 0 文化課

119
飯南産業文化セン

ター施設整備事業

安全・安心の確保と、市民サー

ビスの向上を図るため、老朽化

に伴う施設設備の改修を行う。

(舞台音響設備改修) (舞台音響設備改修) 舞台音響設備改修 2,713 文化課

⑦スポーツ

生涯スポーツの充実

120

総合型地域スポー

ツクラブ推進事業

補助金

地域住民一人一人が主体的

に活動でき、将来円滑な自主

運営ができるよう総合型地域ス

ポーツクラブの活動を支援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 400 スポーツ振興課

121

市体育協会加盟

団体育成強化補

助金

スポーツ各種目の振興、また競

技力向上等を図るため、市体

育協会加盟団体の活動を支

援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 1,400 スポーツ振興課

市民皆スポーツの推進

122
スポーツ大会等運

営事業

様々なスポーツ大会・イベント

等を開催し、市民がスポーツに

参加する機会・場所を提供す

る。

(市長杯各種スポーツ大会

等の開催)

(市長杯各種スポーツ大会

等の開催)

市長杯各種スポーツ大会等

の開催
2,060 スポーツ振興課
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

ニュースポーツの普及

123
スポーツ推進委員

活動事業

スポーツ基本法第32条に基づ

き、市規則の定めるところによ

り、行政と連携し、地域のス

ポーツを推進する。

(国県の研究大会への参

加、ニュースポーツの普及

等)

(国県の研究大会への参

加、ニュースポーツの普及

等)

国県の研究大会への参加、

ニュースポーツの普及等
1,447 スポーツ振興課

124
総合型地域スポー

ツクラブ推進事業

公共スポーツ施設を中心に、身

近にスポーツ活動に親しめる活

動の場づくりを推進する。

(地域啓発事業の実施

（ニュースポーツ教室）)
(－) － 0 スポーツ振興課

スポーツのすそ野や競技人口の拡大

125
全国大会等出場

派遣支援事業

トップ選手の育成と技術力の向

上を目的に全国大会等出場

者への激励金交付および優秀

選手にスポーツ賞を授与する。

(全国大会参加激励金の

交付、スポーツ賞の授与等)

(全国大会参加激励金の

交付、スポーツ賞の授与等)

全国大会参加激励金の交

付、スポーツ賞の授与等
5,000 スポーツ振興課

126
三重県市町対抗

駅伝大会事業

「美し国三重市町対抗駅伝大

会」への参加のため、松阪市代

表選手の選考、大会の周知

等、大会への参加支援を実施

する。

(三重県市町対抗駅伝大

会への出場)

(三重県市町対抗駅伝大

会への出場)

三重県市町対抗駅伝大会

への出場
1,200 スポーツ振興課

スポーツ少年団等の活動支援と育成

127
スポーツ少年大会

等補助金

スポーツ少年団の技能の向上と

心身の健全育成および相互の

親睦のため、県下で開催される

少年スポーツ大会開催への参

加等について支援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 781 スポーツ振興課

128
スポーツ少年団補

助金

低年齢からの体力づくりと青少

年の健全育成を図るとともに、

少年団活動の充実と活性化を

図るために、スポーツ少年団の

活動を支援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 3,360 スポーツ振興課

スポーツ施設の充実

129
体育施設管理運

営事業

市内体育施設を市民の方に安

心して楽しく利用していただくた

めに、施設の適正な管理を実

施する。

(体育施設の維持管理) (体育施設の維持管理) 体育施設の維持管理 23,541 スポーツ振興課

130
体育施設整備事

業

市内の体育施設を市民が安全

に利用できるよう、施設の老朽

化に伴う改修･改良を実施す

る。

(松阪公園プールプールサイ

ド改修)

(飯南体育センター外壁改

修)

松阪公園グラウンドスコア

ボード設置、飯南体育セン

ター外壁等防水工事、東部

テニスコートトイレ等改修、

嬉野体育センターカーテン改

修

11,544 スポーツ振興課

131
阪内川スポーツ公

園施設整備事業

阪内川スポーツ公園体育施設

を市民が安全に利用できるよ

う、施設の改良や老朽化に伴う

補修工事を実施する。

(－)
(武道館第一道場畳入替

修繕)
弓道場安土補修工事 1,718 スポーツ振興課

132

中部台運動公園

施設管理運営事

業

市民の方に安心して楽しく施設

を利用していただくために、中部

台運動公園の適正な管理を実

施する。

(中部台運動公園施設の

維持管理)

(中部台運動公園施設の

維持管理)

中部台運動公園施設の維

持管理
115,965 スポーツ振興課

133
中部台運動公園

施設整備事業

中部台運動公園施設を市民

が安全に利用できるよう、施設

の老朽化に伴う改修･改良を

実施する。

(総合体育館受変電設備

改修、卓球室、武道室、ト

レーニングルーム空調設備

設置、流水プール)

(さんぎんアリーナ屋上防水

改修)

さんぎんアリーナ競技場水銀

灯改修、中部台テニスコート

改修

35,772 スポーツ振興課
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第２節　子育て・教育

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

松阪市スポーツ推進計画策定および計画に基づく推進

134
松阪市スポーツ推

進計画策定事業

松阪市のスポーツに関わる施策

を総合的かつ計画的に推進す

るために「松阪市スポーツ推進

計画」を作成する。

(策定委員会の開催、市民

意識調査の実施)

(策定委員会の開催、市民

意見聴取会の開催)
－ 0 スポーツ振興課

松阪シティマラソンのハーフ部門の導入

135
シティマラソン大会

事業

スポーツを通じて感動と達成感

を分かち合うことができるよう、

市内外から多くの参加をいただ

きマラソン大会を実施する。

(松阪シティマラソンへのハー

フマラソンの導入)
(松阪シティマラソンの実施) 松阪シティマラソンの実施 8,000 スポーツ振興課

⑧学校給食

安全・安心で魅力ある学校給食と食育の推進

食育の生きた教材となる「地場

産物」や「旬の食材」を用いた

給食の実施および家庭・地域

への情報発信を行う。

(生きた教材となる給食の実

施および親子料理教室や

給食試食会の実施)

(生きた教材となる給食の実

施および親子料理教室や

給食試食会の実施)

生きた教材となる給食の実

施および親子料理教室や

給食試食会の実施

－ 給食管理課

学校給食センター施設整備

136
北部学校給食セン

ター建設事業

給食施設の老朽化等に伴う嬉

野・三雲学校給食センターの統

合による新規建設を行なう。

(－)

(ＰＦＩ導入可能性調査、

測量、地盤調査、造成設

計業務)

ＰＦＩアドバイザリー、造成

設計業務、造成工事
149,750 給食管理課

※PFI導入を採択した場合の事業として計上しています。

食物アレルギー等への対応

児童生徒園児が、給食が原因

となるアレルギー症状を発生さ

せないよう、保護者へのアレル

ギー調査および診断書に基づ

き、除去食等の個別対応食を

実施する。

(除去食等の個別対応食の

実施)

(除去食等の個別対応食の

実施)

除去食等の個別対応食の

実施
－ 給食管理課

衛生管理の向上と施設管理等の充実

137

学校給食単独調

理場管理運営事

業

調理業務の実施と衛生管理の

徹底を図るとともに、給食により

「食」に関する指導と望ましい食

習慣を身につける。（本庁24

小学校）

(調理員着衣、修繕料、検

便、飲料水検査手数料等)

(調理員着衣、洗剤等消耗

品費、修繕料、検便、飲料

水検査手数料等)

調理員着衣、洗剤等消耗

品費、修繕料、検便、飲料

水検査手数料等

188,467 給食管理課

138
学校給食センター

管理運営事業

調理業務の実施と衛生管理の

徹底を図るとともに、給食により

「食」に関する指導と望ましい食

習慣を身につける。（5学校給

食センター）

(調理員着衣、光熱費、修

繕料、検便、飲料水検査

手数料等)

(調理員着衣、光熱費、修

繕料、検便、飲料水検査

手数料等)

調理員着衣、光熱費、修

繕料、検便、飲料水検査

手数料等

128,425 給食管理課

139
学校給食センター

備品等整備事業

学校給食センターにおける作業

能率および衛生管理の向上を

図るために、学校給食用備品

等の整備を行う。

(給食センターの備品充実

更新)

(給食センターの備品充実

更新)

給食センターの備品充実更

新
25,701 給食管理課

保護者・地域との連携

140
学校給食センター

運営委員会事業

給食の充実を図るための協議

組織として運営委員会を置き、

学校給食センターの実施運営

について審議する。

(委員報酬) (委員報酬) 委員報酬 170 給食管理課
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第 3 節  連携と交流 

      ―市民とつくるまちづくり― 

 

 1 基本方向 

個性豊かなそれぞれの地域で、だれもが安心して住み続けることができ、誇

りのもてる美しく快適なまちなみを創出できる「まち」であるため、それぞれ

の地域の特性や声を生かすことのできる絆を形成し、市民と共に次世代に伝え

ていける魅力ある「松阪のまちづくり｣を目指します。 

また、すべての人が安心して幸せに暮らすことができ、元気で魅力あるまち

づくりを行うため、市民、地域の各種団体、NPO、民間企業などと行政が連携

して取り組みます。 

 2 施策に対応する事業の概要 

  施策 施策の展開 事業数 事業費 

① 

地域自治

活動およ

び市民活

動 

重 地域主体のまちづくりの実現 

7 155,856 

  住民協議会の自立に向けた支援 

  住民協議会の活性化に向けた取り組み 

  市民活動の推進 

  地域コミュニティの活性化 

② 
人権の尊

重 

重 人権尊重のまちづくりの推進 

6 14,688 

重 人権意識の高揚 

重 人権擁護・救済の充実 

  多文化共生社会の実現 

  心のバリアフリーの推進 

  人権センターの設置 

  自殺防止対策の推進 

③ 
男女共同

参画社会 

重 市民意識の啓発 

5 14,653 

重 男女共同参画プラン掲載事業進行管理 

  政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

  雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

  男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

  女性に対するあらゆる暴力の根絶 

  男女共同参画を推進するための教育・学習の充実 
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施策 

 
施策の展開 事業数 事業費 

④ 
地域公共

交通 

重 松阪市地域公共交通システムの推進 

4 176,799 

重 路線評価システムの確立 

重 地域公共交通協議会および地域の運行協議会の活性化 

  乗り継ぎ機能の充実と利便性の向上 

  コミュニティ交通の運行の見直し 

  コミュニティ交通の新規路線敷設 

  啓発事業による公共交通の利用促進 

  海上アクセスの利用促進 

⑤ 

観光・交

流、地域ブ

ランド 

重 情報発信の充実 

10 53,403 

重 観光客の受入態勢の整備 

重 官民連携による知名度の向上 

  ブランドを核とした交流の推進 

  都市間交流の推進 

⑥ 都市計画 

重 松阪市都市計画マスタープランの中間見直し 

4 19,980 

重 “豪商のまち松阪”活き生きプランの推進 

  用途地域、都市計画施設等の見直し 

  市街化調整区域の集落維持・保全 

  市道松阪公園桜町線の修景整備 

⑦ 景観 

重 歴史文化的景観形成の推進 

2 16,000 
重 美しい景観づくりの普及・啓発 

  景観形成の誘導 

  屋外広告物の規制・指導 

      合計➤ 38 451,379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

①地域自治活動および市民活動

地域主体のまちづくりの実現

141
地域マネジメント推

進事業

住民協議会を核とした地域主

体のまちづくりを実現するための

具体的施策を、全庁が一体と

なって推進する。

(「地域計画」の策定)

(「地域計画」を基軸とした

地域と行政の協働のまちづく

りの実践)

「地域計画」を基軸とした地

域と行政の協働のまちづくり

の実践

2,000 地域づくり応援室

142
住民協議会活動

交付金

設立された住民協議会活動に

対し、継続して支援を行う。

(住民協議会活動交付金

の交付)

(住民協議会活動交付金

の交付)

住民協議会活動交付金の

交付
81,364 地域づくり応援室

住民協議会の自立に向けた支援

住民協議会の自主性や自立

性が発揮できるよう、実務研修

や人材育成研修を継続して行

う。

(事務局研修および人材育

成研修の継続)

(事務局研修および人材育

成研修の継続)

事務局研修および人材育

成研修の継続
－ 地域づくり応援室

住民協議会の活性化に向けた取り組み

住民協議会の活動が活性する

ように、地域の元気応援事業

の充実、自主財源の確保に向

けた取組を推進する。

(地域の元気応援事業の充

実およびふるさと応援寄附

金の活用)

(地域の元気応援事業の充

実およびふるさと応援寄附

金の活用)

地域の元気応援事業の充

実およびふるさと応援寄附

金の活用

－ 地域づくり応援室

市民活動の推進

143
市民活動センター

管理運営事業

施設の管理運営について指定

管理者制度により委託する。

(指定管理者運営委託料、

施設借上料)

(指定管理者運営委託料、

施設借上料)

指定管理者運営委託料、

施設借上料
33,092 地域づくり応援室

144

(定)

地域づくり団体サ

ポート事業

地域（住民協議会、自治会

等）と連携し、地域の魅力や

資源を生かして地域づくり活動

に取り組む団体の発掘・登録・

育成・応援・サポートを行う。

(ー)

(地域プロデュース業務、団

体グループ登録、シンポジウ

ム・交流会開催)

座談会・交流会・研修会の

開催、コーディネーター登録

派遣

1,100 地域づくり応援室

地域コミュニティの活性化

145
地区集会所建設

補助金

新築、増築、改築等の工事費

および耐震診断料に対し補助

する。

(地区集会所建設補助金

の交付)

(地区集会所建設補助金

の交付)

地区集会所建設補助金の

交付
30,000 地域づくり応援室

146
田舎暮らし推進事

業

空き家改修等に対して補助す

るとともに、移住交流体験イベ

ント等を開催し空き家バンクの

円滑な運営を進める。

(－)

(空き家改修事業補助金の

交付、飯南・飯高地域紹介

プロモーションビデオの制作

等)

空き家改修事業補助金の

交付、地域おこし協力隊員

報酬及び活動経費等

6,800 地域づくり応援室

147

移住促進のための

空き家リノベーション

支援補助金

松阪市空き家バンクにより契約

を交わした県外からの移住者お

よび空き家所有者が空き家を

改修する費用に対し補助する。

(ー)

(移住促進のための空き家リ

ノベーション支援補助金の交

付)

移住促進のための空き家リ

ノベーション支援補助金の交

付

1,500 地域づくり応援室

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

33



第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

②人権の尊重

人権尊重のまちづくりの推進

人権施策基本方針、行動計

画、その他人権施策について基

本的事項の協議、審議を行

う。

(人権施策審議会の開催) (人権施策審議会の開催) 人権施策審議会の開催 －
人権・男女共同

参画推進課

人権意識の高揚

148 人権啓発事業

人権問題についての理解と認

識を深めるため、街頭啓発、人

権を考えるパネル展、戦争と平

和を考えるパネル展、講演会等

を開催する。

(各啓発活動、パネル展、イ

ベントの実施等)

(各啓発活動、パネル展、イ

ベントの実施等)

各啓発活動、パネル展、イ

ベントの実施等
2,417

人権・男女共同

参画推進課

149
人権施策推進事

業

人権教育啓発のリーダーを養

成するため、人権関係職員等

養成講座を開催する。

(人権文化フォーラムの開

催、人権関係職員等養成

講座の開催)

(人権関係職員等養成講

座の開催)

人権関係職員等養成講座

の開催
753

人権・男女共同

参画推進課

人権擁護・救済の充実

150
人権啓発活動推

進事業

人権について理解と認識を深め

るため図画ポスターを募集す

る。また、弁護士による人権相

談を実施し、相談機能の充実

に取り組む。

(人権問題啓発冊子作製、

弁護士人権相談委託、人

権図画ポスター募集等)

(弁護士人権相談委託、人

権図画ポスター募集等)

弁護士人権相談委託、人

権図画ポスター募集等
2,090

人権・男女共同

参画推進課

多文化共生社会の実現

151
多文化共生推進

事業

交流イベント等を開催し、多文

化共生社会づくりを推進する。

(交流イベント「松阪やたいむ

ら」の開催)

(交流イベント「松阪やたいむ

ら」の開催)

交流イベント「松阪やたいむ

ら」の開催
1,141

人権・男女共同

参画推進課

152
生活オリエンテー

ション事業

外国人住民に対し母語等によ

る生活情報等の提供、説明や

窓口業務の支援を行う。

(―)
(フィリピノ語、ポルトガル語に

よる通訳等)

フィリピノ語、ポルトガル語に

よる通訳等
6,654

人権・男女共同

参画推進課

心のバリアフリーの推進

女性、高齢者、障がい者、外

国人住民等への偏見、差別等

の「意識のバリア」「制度のバリ

ア」を取り除くため、人権教育、

人権啓発を行う。

（街頭啓発、人権文化フェ

スティバル等の開催）

（街頭啓発、人権文化フェ

スティバル等の開催）

街頭啓発、人権文化フェス

ティバル等の開催
148に含む

人権・男女共同

参画推進課

人権センターの設置

人権センター設立の基本方針

の答申および市民の意見をふま

えた上で、既存の施設の活用

等を含め、総合的に判断し方

向性の検討を行う。

(既存施設の活用等を含

め、人権センター設置の方

向性の検討)

(既存施設の活用等を含

め、人権センター設置の方

向性の検討)

既存施設の活用等を含め、

人権センター設置の方向性

の検討

－
人権・男女共同

参画推進課

自殺防止対策の推進

153
地域自殺対策強

化事業

いのちの大切さを認識し、自殺

対策の必要性を意識づけるた

め、研修会や講演会、合同相

談会を実施し、懸垂幕の掲

出、街頭啓発等を行う。

（人材養成研修会、啓発

物品、自殺予防に関する講

演会、啓発用リーフレット作

成、合同相談会等）

（人材養成研修会、啓発

物品、自殺予防に関する講

演会、合同相談会等）

人材養成研修会、啓発物

品、自殺予防に関する講演

会、啓発用リーフレット作

成、合同相談会等

1,633
人権・男女共同

参画推進課
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第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

③男女共同参画社会

市民意識の啓発

154
男女共同参画行

政推進事業

男女共同参画社会づくりのた

め、各種事業を実施し市民啓

発を図る。

(情報紙発行、映画祭、男

女共同参画セミナー、女性

に対する暴力防止セミナー

の開催)

(情報紙発行、映画祭、男

女共同参画セミナー、女性

に対する暴力防止セミナー

の開催)

情報紙発行、映画祭、男

女共同参画セミナー、女性

に対する暴力防止セミナー

の開催

1,567
人権・男女共同

参画推進課

155
男女共同参画支

援事業

男女の社会参画の促進および

機会づくりを提供するため、市

民参画を支援する。

(松阪フォーラムの開催) (松阪フォーラムの開催) 松阪フォーラムの開催 900
人権・男女共同

参画推進課

男女共同参画プラン掲載事業進行管理

156
男女共同参画プラ

ン策定事業

市が取組むべき施策を総体

的、体系的に明らかにするた

め、男女共同参画市民意識

調査を実施し、平成27年度に

新しい男女共同参画プランを

策定する。

(男女共同参画市民意識

調査)

(男女共同参画プランの作

成、プラン概要版の作成)
－ 0

人権・男女共同

参画推進課

政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

157
男女共同参画審

議会事業

市の審議会等における女性委

員の平均登用率の目標値を

35％に定め,女性委員の登用

を積極的に進める。

(男女共同参画施策推進

委員会、男女共同参画審

議会の開催)

(男女共同参画施策推進

委員会、男女共同参画審

議会の開催)

男女共同参画施策推進委

員会、男女共同参画審議

会の開催

258
人権・男女共同

参画推進課

雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

事業所訪問を実施し、取組に

対する聞き取りと、男女共同参

画の啓発を図る。

(事業所訪問等による啓発) (事業所訪問等による啓発) 事業所訪問等による啓発 －
人権・男女共同

参画推進課

男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援

158
プラザ鈴管理運営

事業

松阪市に在住、通勤する方を

対象に職業生活、家庭生活に

必要な知識、技能、教養の習

得と憩いの場を提供し、福祉増

進を図る。

(一般教養・生活技術の向

上、グループ活動等の指導・

援助等)

(一般教養・生活技術の向

上、グループ活動等の指導・

援助等)

一般教養・生活技術の向

上、グループ活動等の指導・

援助等

11,928
人権・男女共同

参画推進課

女性に対するあらゆる暴力の根絶

男女共同参画社会づくりのため

各種事業を実施し、市民の意

識啓発を図る。

(男女共同参画セミナー開

催、情報紙発行等、相談

窓口の充実)

(男女共同参画セミナー開

催、情報紙発行等、相談

窓口の充実)

男女共同参画セミナー開

催、情報紙発行等、相談

窓口の充実

－
人権・男女共同

参画推進課

男女共同参画を推進するための教育・学習の充実

男女共同参画を推進するため

に必要な知識、教養、技能の

習得につなげる。

(男女共同参画の理解に向

けた講座の開催、松阪

フォーラム・男女共同参画セ

ミナー等の開催)

(男女共同参画の理解に向

けた講座の開催、松阪

フォーラム・男女共同参画セ

ミナー等の開催)

男女共同参画の理解に向

けた講座の開催、松阪

フォーラム・男女共同参画セ

ミナー等の開催

－
人権・男女共同

参画推進課
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第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

④地域公共交通

松阪市地域公共交通システムの推進

159
廃止代替バス路線

運行委託事業

路線バスが廃止となった路線に

ついて、委託運行を行う。

(宇気郷、阿坂小野線の運

行・乗降調査)

(宇気郷、阿坂小野線の運

行・乗降調査)

宇気郷、阿坂小野線の運

行・乗降調査
25,382 交通政策室

160
地域公共交通シス

テム事業

市街地循環線、空港アクセス

線、三雲松阪線、宇気郷コミュ

ニティバス、飯南コミュニティバ

ス、黒部東線、機殿朝見線、

飯高波瀬森線、嬉野おおきん

バス、三雲たけちゃんバスについ

て、運行を行う。

(市運営バス運行委託、バ

ス停留所改良等)

(市運営バス運行委託、バ

ス停留所改良、市街地循

環線バスラッピング、市街地

循環線音声切り替え等)

市運営バス運行委託、バス

停留所改良、市街地循環

線バスラッピング等

128,372 交通政策室

路線評価システムの確立

松阪市地域公共交通協議会

が中心となり、松阪市コミュニ

ティバス評価システムを活用し、

各路線利用者のニーズにあった

運行を検討する。

(コミュニティ交通路線評価

の実施および改善検討)

(コミュニティ交通路線評価

の実施および改善検討)

コミュニティ交通路線評価の

実施および改善検討
－ 交通政策室

地域公共交通協議会および地域の運行協議会の活性化

161
地域公共交通協

議会事業

松阪市地域公共交通協議会

および各地区運行協議会を開

催し、市公共交通システムに関

する検討を行う。

(ダイヤ・運行ルートの改正、

市地域公共交通総合連携

計画・ネットワーク計画の策

定等)

(ダイヤ・運行ルートの改正、

市地域公共交通総合連携

計画・ネットワーク計画の策

定等)

ダイヤ・運行ルートの改正、

市地域公共交通総合連携

計画・ネットワーク計画の策

定等

745 交通政策室

乗り継ぎ機能の充実と利便性の向上

鉄道および民間運行バス路線

との乗継機能の充実を図り、公

共交通をネットワークとして利便

性を向上する。

(既存路線の乗継機能の強

化)

(既存路線の乗継機能の強

化)

既存路線の乗継機能の強

化
－ 交通政策室

コミュニティ交通の運行の見直し

運行実績、地域協議をもとに、

既存路線の運行を見直す。

(地域公共交通改善検討

作業部会の設置と調査研

究)

(市街地循環線の運行見

直し)
既存路線の運行見直し － 交通政策室

コミュニティ交通の新規路線敷設

松阪市地域公共交通総合連

携計画の基本方針に即した地

域の協力を前提とし、地域の実

情に即した公共交通システムの

導入を行う。

(新規路線の検討（随

時）)

(新規路線の検討（随

時）)
新規路線の検討（随時） － 交通政策室

啓発事業による公共交通の利用促進

公共交通に対する地域住民の

意識を高め、利用促進を図る

ための啓発活動を行う。

(時刻表・パンフレットの配

布、広報での利用啓発等)

(時刻表・パンフレットの配

布、広報での利用啓発等)

時刻表・パンフレットの配

布、広報での利用啓発等
－ 交通政策室

海上アクセスの利用促進

162
海上アクセス旅客

ターミナル管理事業

運航事業者や関係団体と連

携して、海上アクセスの利用促

進を図るとともに、旅客ターミナ

ル施設の維持管理を行う。

(利用促進と、施設の維持

管理)

(利用促進と、施設の維持

管理)

利用促進と、施設の維持管

理
22,300 交通政策室
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第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

⑤観光・交流、地域ブランド

情報発信の充実

163

(定)

松阪地域定住自

立圏観光連携事

業

自治体・観光協会・商工団体

からなる組織を発足し、観光戦

略の広域化を図り、観光情報

の発信・イベント連携・観光施

設連携事業を実施する。

(関係自治体による観光情

報の収集)

(松阪・多気・明和・大台圏

域観光連携事業推進協議

会発足に向けての調査・研

究)

観光施設等への観光パンフ

レット相互設置、観光情報

誌の作成、首都圏等での観

光PR事業の実施、おもてな

し研修の開催

4,500 観光交流課

164 観光客誘致事業

各種メディアや観光パンフレット

等の活用により松阪市の観光

情報を発信し、観光客の誘致

を図る。

(観光PR旅費、印刷製本

費、雑誌広告等)

(観光PR旅費、印刷製本

費、雑誌広告等)

観光PR旅費、印刷製本

費、雑誌広告等
16,344 観光交流課

観光客の受入態勢の整備

165
魅力ある観光地づ

くり支援事業

観光客の受入態勢の強化を図

るため、まつさか交流物産館並

びにおもてなし処の運営、観光

案内看板等を整備する。

(まつさか交流物産館運営

委託等)

(まつさか交流物産館運営

委託等)

まつさか交流物産館運営委

託等
13,250 観光交流課

166
観光交流拠点施

設等整備事業

まちなかの観光振興を図るた

め、既存の各施設と連動した新

たな観光交流拠点施設等を整

備する。

(基本構想調査・基本計画

の策定等)

(本館・別館新築工事設計

業務委託、展示設計業務

等業務委託等)

本館・別館新築工事等 観光交流課

官民連携による知名度の向上

167

観光交流拠点施

設等プロモーション

事業

本市の魅力を集約した観光交

流拠点のPRを展開し、誘客促

進を図る。

(ー) (ー)

PRイベント、セミナー開催

（東京他）、情報発信

（新聞・雑誌他）、パンフ

レット作成他

8,000 観光交流課

168
松阪経営文化塾

事業

東京日本橋に拠点を置く松阪

市にゆかりのある企業との連携

を図り、松阪市の魅力を情報

発信するためのセミナー等を開

催し、首都圏からの誘客促進

を図る。

(セミナー開催、松阪市魅力

体感ツアーの実施等)

(セミナー開催、松阪市魅力

体感ツアーの実施等)
ー 0 観光交流課

ブランドを核とした交流の推進

169
地域ブランド連携・

推進事業

全国地域ブランド連携協議会

事業および地域ブランドサミット

へ積極的に参画する。

(ブランドサミット参加、全国

地域ブランド連携協議会負

担金等)

(ブランドサミット参加、全国

地域ブランド連携協議会負

担金、イベントブース借上

等)

ブランドサミット参加、全国

地域ブランド連携協議会負

担金、イベントブース借上等

2,057
MADE　IN

まつさ課

170
松阪ブランド推進

事業

より高い品質の特産品等を提

供していくことで、消費者の信頼

性の向上による松阪ブランドの

確立および需要の拡大等につ

なげるため、原産地呼称管理

制度を構築し制度の運用を図

る。

(松阪市原産地呼称管理

制度の確立および認定)

(松阪市原産地呼称管理

制度の確立および認定)

松阪市原産地呼称管理制

度の確立および認定
1,875

MADE　IN

まつさ課

都市間交流の推進

171
友好都市交流事

業

中国無錫市濱湖区との友好都

市提携協定による相互の繁栄

と発展を促進するため、行政、

経済、文化、教育の交流事業

を実施する。

(松阪市国際交流推進会

議での検討、濱湖区との連

絡調整)

(松阪市国際交流推進会

議での検討、濱湖区との連

絡調整)

松阪市国際交流推進会議

での検討、濱湖区との連絡

調整

2,702 観光交流課

172 都市間交流事業

観光交流人口の促進による地

域活性化を図るため、松阪市と

交流のある国内外の都市との

交流事業を実施する。

(島根県浜田市他イベント

参加等)

(ホイアン市訪問、イベント参

加、市内交流団体活動業

務等)

ホイアン市訪問、イベント参

加、市内交流団体活動業

務等

4,675 観光交流課
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第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

⑥都市計画

松阪市都市計画マスタープランの中間見直し

173
都市計画マスター

プラン策定事業

松阪市の現状と課題、将来都

市像、土地利用計画、まちづく

りの基本方針等を定める。

(－) (－)

松阪市都市計画マスタープ

ランの中間見直し、策定委

員会等の開催

15,000 都市計画課

“豪商のまち松阪”活き生きプランの推進

174
中心市街地整備

事業

“豪商のまち松阪”活き生きプラ

ンに基づく具体的施策の推進

や、推進委員会の運営を行う。

年度毎に報告書を作成し、市

民への活動報告会を行う。

(“豪商のまち松阪”活き生き

プランの作成と推進)

(“豪商のまち松阪”活き生き

プランの推進と委員会事

務、活動報告会の開催)

“豪商のまち松阪”活き生き

プランの推進と委員会事務
380 都市計画課

用途地域、都市計画施設等の見直し

175
都市計画変更事

業

都市計画基礎調査等を基に、

社会経済状況の変化に応じた

松阪市都市計画の見直しを行

うための作業や図書の作成を

行う。

(松阪市都市計画用途地

域変更案の作成)

(松阪市都市計画変更案

の作成)

松阪市都市計画変更案の

作成
4,600 都市計画課

市街化調整区域の集落維持・保全

市街化調整区域の集落維持

を図るため、一般住宅の建築を

可能とする区域の指定を行う。

(集落維持区域の指定案

作成)

(集落維持区域の指定案

作成)

(集落維持区域の指定案

作成)
－ 建築開発課

市道松阪公園桜町線の修景整備

176
松阪公園桜町線

道路整備事業

景観重点地区に面しており、市

に寄贈された旧長谷川邸の整

備や、県が施工する松阪公園

大口線街路整備とあわせて整

備を行う。

(道路整備工事および歩道

拡幅工事)
(ポケットパーク整備) － 0 都市計画課

⑦景観

歴史文化的景観形成の推進

景観重点地区（候補）のうち

地域住民の合意が得られた地

区を重点地区に指定し、歴史

的まち並み景観の保全に取り

組む。

(「松坂城跡周辺地区」の

景観重点地区指定、地元

説明会、交流会の開催)

(景観重点地区（候補）

の地域住民の合意形成を

得るための地元説明会、交

流会の開催)

景観重点地区（候補）の

地域住民の合意形成を得

るための地元説明会、交流

会の開催

177に含む 都市計画課

美しい景観づくりの普及・啓発

市民や事業者とともに美しい快

適な景観づくりへの意識を高め

る取組を推進する。

(景観絵画コンクール、景観

啓発グッズ配布)

(景観絵画コンクール、景観

啓発グッズ配布、景観ウォー

キング)

景観絵画コンクール、景観

啓発グッズ配布、景観ウォー

キング

177に含む 都市計画課

景観形成の誘導

177
都市景観推進事

業

良好な景観の形成や景観重

点地区等の指定に向けた取組

や、景観普及啓発等の景観推

進事業による景観行政を推進

する。

(建築物等の届出、重点地

区の推進、景観啓発事業、

修景整備事業補助)

(建築物等の届出、重点地

区の推進、景観啓発事業、

修景整備事業補助、松阪

市景観計画運用の研究)

建築物等の届出、重点地

区の推進、景観啓発事業、

修景整備事業補助、景観

計画見直し

13,000 都市計画課
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第３節　連携と交流

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

屋外広告物の規制・指導

178 屋外広告物事業

屋外広告物の許可、措置命

令指導等を行う。各振興局と

連携して市内一円をパトロール

し、違反広告物の簡易除却を

行う。

(屋外広告物の許可・措置

命令指導・指定事務、市内

パトロール)

(屋外広告物の許可・措置

命令指導・指定事務、市内

パトロール)

屋外広告物の許可・措置

命令指導・指定事務、市内

パトロール

3,000 都市計画課
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第 4 節  産業振興 

      ―市民や地域のいのちを支える産業を育てるまちづくり― 

 

 1 基本方向 

地域の産業は市民の暮らしの支えであり、個性ある地域の活力の源であるこ

とから、多様で豊富な資源を生かした地域産業を育成するとともに、市民の豊

かな生活を守り、活力あるまちづくりを行っていくために、「市民や地域のい

のちを支える産業を育てるまち」を目指します。 

2 施策に対応する事業の概要 

  施策 施策の展開 事業数 事業費 

① 農業 

重 人・農地プランの作成推進と担い手の育成 

20 299,598 

重 平坦地域における農業の振興 

重 中山間地域等における農業の振興 

  安心・安全な農産物の振興と食育・地産地消等の推進 

  松阪茶の振興 

  土地改良施設の長寿命化・安全性の向上 

② 松阪牛 

重 特産松阪牛生産の振興 

5 30,100 重 松阪牛の PR 

重 三重県松阪食肉公社の建て替え等に関する協議 

③ 林業 

重 原木の安定供給に向けた取り組みの促進（木材生産） 

12 148,516 

重 森林の公益的機能の向上（森林環境保全） 

重 地域材の需要拡大（地域材利用） 

  担い手の育成 

  森林環境教育の実践 

④ 水産業 

重 漁業環境整備の推進 

5 35,900 
重 つくり育て管理する漁業の推進 

  水産物の特産振興 

  担い手の育成と後継者の確保 

⑤ 

商工業、

企業連

携・誘致、

競輪 

重 魅力ある商業活動の推進 

14 543,981 

重 工業の振興 

重 企業立地の推進 

重 企業間連携の推進 

  経営基盤の充実と関係団体との連携強化 

  地域内における企業間連携と交流の推進 

  競輪事業の安定的経営の実現 
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施策 

 
施策の展開 事業数 事業費 

⑥ 

雇用・勤

労者福

祉、消費

生活 

重 雇用の安定と雇用支援の推進 

6 39,305 

重 消費者教育・啓発事業の推進 

  労働環境の整備促進 

  勤労者福祉の促進 

  消費生活相談窓口の強化 

      合計➤ 62 1,097,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４節　産業振興

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

①農業

人・農地プランの作成推進と担い手の育成

179
農業後継者対策

補助金

農業後継者を育成し、地域農

業の発展を図ることを目的とし、

35歳以下の農業後継者で組

織する松阪市農村青少年協

議会の活動を支援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 200 農水振興課

180
新規就農者総合

支援補助金

青年新規就農者の就農意欲

の喚起と就農後の定着を図る

ため、経営が不安定な経営開

始後5年にわたり支援を行う。

(青年就農給付金の交付) (青年就農給付金の交付) 青年就農給付金の交付 10,500 農水振興課

181
機構集積協力補

助金

地域の中心経営体への農地集

積や分散した農地の連坦化が

円滑に進むよう、農地集積に協

力する農地所有者等に対して

支援を行う。

(農地集積協力金の交付) (農地集積協力金の交付) 農地集積協力金の交付 55,900 農水振興課

182
がんばる認定農業

者等支援補助金

農業者および農業組織の育成

と経営基盤の安定、営農活動

の継続を図ることを目的として、

人・農地プランを作成し、農業

用機械等を導入する認定農業

者・集落営農組織等に対する

支援を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 4,000 農水振興課

平坦地域における農業の振興

183
経営体育成支援

補助金

地域農業の担い手の育成・確

保を目的に、認定農業者や営

農組合等の地域の中心経営

体が融資を受けて、農業用機

械等の設備投資を行う際に、

融資残について補助金を交付

する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 15,000 農水振興課

184
水田活用推進対

策補助金

地域の特性を活かした持続的

な水田農業の推進を図ることを

目的とし、麦・大豆等の戦略作

物の作付けやほ場の提供、人・

農地プランの作成集落に対する

支援を行う。

(人・農地プラン作成支援、

麦・大豆等地域戦略作物

作付支援、水田活用集団

化支援)

(人・農地プラン作成支援、

麦・大豆等地域戦略作物

作付支援、水田活用集団

化支援)

人・農地プラン作成支援、

麦・大豆等地域戦略作物

作付支援、水田活用集団

化支援

45,000 農水振興課

185

農業経営基盤強

化資金等利子補

給促進補助金

効率的かつ安定的な農業経営

体の育成を目的とし、認定農

業者が規模拡大を図る際に借

り入れるスーパーL資金等に対

して利子補給を行い経営の安

定化を支援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 2,929 農水振興課

186

県営経営体育成

基盤整備事業負

担金

農地を集団化し、これを望まし

い担い手に集積するために生産

基盤と生活環境の一体的な整

備を実施する。

(朝見上地区（区画整理

工、埋蔵文化財調査）)

(朝見上地区（区画整理

工、集落道路工）)

朝見上地区（区画整理

工、集落道路工）
64,190 農村整備課

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容
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第４節　産業振興

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

中山間地域等における農業の振興

187

中山間地域等直

接支払事業交付

金

中山間地域等における集落

（地域）での農業生産性を維

持することを目的に環境整備や

体制整備を支援する。

(交付金の交付) (交付金の交付) 交付金の交付 10,530
林業・農山村振

興課

188

中山間地域水田

活用推進対策補

助金

中山間地域での奨励作物の作

付や、野菜等の作付による水

田の有効活用への取組みを支

援する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 9,168
林業・農山村振

興課

189
有害鳥獣対策事

業

特定期間での各地域猟友会へ

の委託による有害鳥獣捕獲業

務や、サルによる被害対策とし

て、地域住民による追い払いを

支援する。

(猟友会への有害鳥獣捕獲

委託、追い払い用ロケット花

火等支給)

(猟友会への有害鳥獣捕獲

委託、追い払い用ロケット花

火等支給)

猟友会への有害鳥獣捕獲

委託、追い払い用ロケット花

火等支給

4,237
林業・農山村振

興課

190
有害鳥獣捕獲補

助金

有害鳥獣捕獲許可期間におけ

るシカ等の特定有害鳥獣の捕

獲に対して補助を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 16,930
林業・農山村振

興課

191
有害鳥獣防護柵

設置補助金

未然に被害を防止するため、農

業者自らが設置する防除設備

に係る材料費の一部に対して

補助を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 2,250
林業・農山村振

興課

安心・安全な農産物の振興と食育・地産地消等の推進

192 特産振興補助金

農産物の高品質化、農業経

営の効率化等による生産組織

の育成強化のため、イチゴ、

梨、いちじく等のJA生産者部会

の活動に対して支援を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 2,700 農水振興課

193
各種団体等負担

金

市の農業振興に寄与する関係

団体等に対し負担金を交付す

る。

(負担金の交付) (負担金の交付) 負担金の交付 214 農水振興課

松阪茶の振興

194
茶防霜施設設置

補助金

茶の防霜施設を新規に設置ま

たは改修する生産者に、ファン

本体に対して補助金を交付す

る。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 700
林業・農山村振

興課

195
茶防霜ファン改修

事業

被害を軽減する防霜ファンの老

朽化に伴う改修を実施する。
(ー) (ー) 茶防霜ファン等の改修 20,000

林業・農山村振

興課

196
松阪茶ＰＲ推進

事業

「松阪茶」の消費拡大等を図る

ため、ＰＲイベントの開催や各

種イベントへの参加を通じた普

及・啓発活動を実施する。

(松阪茶の普及ＰＲ活動、

松阪茶グランプリ開催等)

(松阪茶の普及ＰＲ活動、

松阪茶グランプリ開催等)

松阪茶の普及ＰＲ活動、

松阪茶グランプリ開催等
900

林業・農山村振

興課
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第４節　産業振興

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

土地改良施設の長寿命化・安全性の向上

197

県営基幹水利施

設ストックマネジメン

ト事業負担金（湛

水防除）

市内17排水機場について、

ポンプ等の分解整備や部品交

換、更新、補強・補修等の施

設の長寿命化に向けた対策工

事を実施する。

(県営基幹水利ストックマネ

ジメント事業調査設計業務

委託（三雲管内）)

(三雲管内（保全合理

化）)

松阪市内（防災減災）、

三雲管内（保全合理化）
30,250 農村整備課

198

県営ため池等整備

事業(小規模)負

担金

※震災対策農業

水利施設整備事

業含む

農業用水ため池の老朽化に対

し整備改修を行い、農用地、

農業用施設、人家等の被害を

防止するとともに、用水の安定

確保を図る。

((又刈池地区附帯工）

（白石池地区耐震調査業

務委託))

(白石池地区事業計画書

作成)

白石池地区事業計画書作

成
4,000 農村整備課

②松阪牛

特産松阪牛生産の振興

199

松阪肉牛共進会

出品奨励事業補

助金

伝統である長期肥育の継承と

品質向上等を図り松阪牛ブラ

ンドの持続的発展に努めるた

め、松阪牛ブランドを牽引する

松阪肉牛共進会出品牛に対

して支援を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 4,000 農水振興課

200
特産松阪牛出荷

奨励事業補助金

特産松阪牛の販路拡大、需

要拡大、生産振興のため、三

重県松阪食肉公社が運営する

ネットオークションに出品する特

産松阪牛肥育農家に支援を

行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 4,000 農水振興課

201

特産松阪牛素牛

導入促進事業補

助金

長期肥育による生産コストを軽

減し、特産松阪牛の生産振興

等を図ることを目的として、特産

松阪牛の素牛である兵庫県産

子牛を導入する市内肥育農家

に支援を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 4,000 農水振興課

松阪牛のＰＲ

202
松阪牛ＰＲ推進

事業

松阪牛の特徴や取組等を消費

者にアピールしていくため、生産

者で組織する松阪牛協議会を

中心に種々のPRを推進する。

(松阪牛のＰＲ) (松阪牛のＰＲ) 松阪牛のＰＲ 1,000 農水振興課

203 松阪牛まつり事業

松阪牛ブランドの更なる発展

と、生産地域の農林水産物の

振興を図ることを目的として、松

阪肉牛共進会を中心として松

阪牛まつりを開催する。

(松阪牛まつりの実施) (松阪牛まつりの実施) 松阪牛まつりの実施 17,100 農水振興課

三重県松阪食肉公社の建て替え等に関する協議

県南勢地域の畜産重要施設で

ある三重県松阪食肉公社は、松

阪牛の指定と畜場で、管理を行

う。現在、施設の経年劣化や、

今後の畜産を取り巻く環境の変

化等により、施設等設備検討委

員会を立上げ、施設整備の協議

を行っている。今後も公社を中心

に県、関係市町、食肉関係者、

生産者等との協議を継続する。

(松阪食肉公社施設等の

協議)
(施設整備等の協議) 施設整備等の協議 － 農水振興課
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

③林業

原木の安定供給に向けた取り組みの促進（木材生産）

204

森林経営計画作

成推進事業費補

助金

持続的な森林経営を確立する

ことを目的とした森林経営計画

の作成に必要な森林調査等の

地域活動に対して補助を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 5,500
林業・農山村振

興課

205
林道・作業道等維

持管理事業

林道・作業道の舗装工事の実

施、修繕用材料の支給および

事業用建設機械使用料を負

担する。

(事業用機械借上料、工事

用原材料、舗装工事)

(事業用機械借上料、工事

用原材料、舗装工事)

事業用機械借上料、工事

用原材料、舗装工事
11,200

林業・農山村振

興課

206
林道整備交付金

事業

基盤整備により、労働条件の

改善、生産コストの縮減、木材

輸送の効率化および安全を図

る。

（林道トロセ線（花園支

線）整備）

(林道トロセ線（花園支

線）整備)

林道トロセ線（花園支

線）、林道福本地の添線

整備

53,600
林業・農山村振

興課

207
いきいき松阪の森

づくり事業補助金

境界の明確化、高性能林業

機械導入事業、利用間伐促

進事業等に対する支援を行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 14,715
林業・農山村振

興課

森林の公益的機能の向上（森林環境保全）

208
森林環境創造事

業

荒廃森林の間伐施業等を実

施することにより、下草や広葉

樹を育成し針広混交林を造成

することにより、公益的機能の

持続的かつ高度な発揮を促進

する。

(間伐等（協定および管理

委託契約が締結された森

林）)

(間伐等（協定および管理

委託契約が締結された森

林）)

間伐等（協定および管理

委託契約が締結された森

林）

40,000
林業・農山村振

興課

209
里山の森林安全

安心対策事業

関係者と連携して現地調査を

行い、森林の境界の確認・測

量および間伐等の森林整備を

行う。

(集落や公共施設周辺の森

林整備)

(集落や公共施設周辺の森

林整備)

集落や公共施設周辺の森

林整備
10,000

林業・農山村振

興課

210 緑化推進事業

公共施設等に対し緑化木の手

入れ等の委託、また、植樹用の

苗木等を配布する。

(公共施設等緑化木の手

入れ等の委託、植樹用苗

木を配布)

(公共施設等緑化木の手

入れ等の委託、植樹用苗

木を配布)

公共施設等緑化木の手入

れ等の委託、植樹用苗木を

配布

405
林業・農山村振

興課

地域材の需要拡大（地域材利用）

211

木質バイオマス有

効活用対策事業

補助金

松阪産の未利用間伐材等を

木質バイオマスの再生エネル

ギーの原料として有効活用し、

林業振興を図る。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 4,000
林業・農山村振

興課

212

「まつさかの木」を使

用したワクワク快適

な家づくり事業補

助金

地域材を使った木造住宅建設

を推進し、更には被害材（あか

ね材）のＰＲと需要拡大に取

り組む。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 5,250
林業・農山村振

興課

213
みなと森と水ネット

ワーク促進事業

「みなと森と水ネットワーク会議」

に加入し、港区と協力したなか

で、「顔の見える松阪の家づくり

推進協議会」と連携し、地域

材およびあかね材の販路拡大

を図る。

(会議負担金、事務費等) (会議負担金、事務費等) 会議負担金、事務費等 286
林業・農山村振

興課

45



第４節　産業振興

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

担い手の育成

214

林業労働者退職

金共済掛金補助

金

林業労働者の雇用安定および

林業振興を図るため、林業労

働者退職金共済掛金に対して

２割補助をし、林業経営を支

援し、労働者の確保を推進す

る。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 660
林業・農山村振

興課

森林環境教育の実践

215
森林環境学習事

業

松阪地域の木材を使用し、小

学校の教室を木質化する。ま

た、小学生を対象に森林環境

教育を実施する。

(初期経費（パンフレット

等）、森林環境教育の実

施)

(森林環境教育の実施) 森林環境教育の実施 2,900
林業・農山村振

興課

④水産業

漁業環境整備の推進

216
漁港機能保全事

業

漁港施設の長寿命化を目的

に、機能診断により機能保全

計画を策定し、保全工事を計

画的に実施することで、更新コ

ストの縮減・平準化を図る。

(漁港機能保全計画策定

委託料)

(漁港機能保全事業測量

委託(猟師漁港))
猟師漁港機能保全工事 30,000 農水振興課

つくり育て管理する漁業の推進

217
稚鮎等放流事業

補助金

水産資源の保護増殖と地域の

活性化を図るため、環境変化

により、天然の繁殖が見込めな

くなっている鮎、アメゴの継続し

た放流事業を実施する。

(稚鮎放流、アメゴ放流に対

する補助金の交付)

(稚鮎放流、アメゴ放流に対

する補助金の交付)

稚鮎放流、アメゴ放流に対

する補助金の交付
2,600 農水振興課

218
水産資源増殖事

業

水産資源の増殖・安定化を図

ることを目的として、三重県栽

培漁業基本計画に基づき、市

域沿岸でヨシエビの放流を実施

する。

(ヨシエビ１５万尾の放流) (ヨシエビ１５万尾の放流) ヨシエビ１５万尾の放流 300 農水振興課

219
アサリ資源増殖事

業補助金

良質なアサリの育成を図るた

め、アサリ母貝を適時放流し、

稚貝の増殖を進めるとともに、

移動放流や漁場調査等を行

う。

(母貝放流（10トン）移動

放流（20トン）)

(母貝放流（10トン）移動

放流（20トン）)

母貝放流（10トン）移動

放流（20トン）
2,500 農水振興課

水産物の特産振興

220

水産物消費拡大

推進事業費補助

金

アサリ等の市の水産物消費拡

大を推進するとともに、県内の

水産振興イベントに参加して松

阪の水産特産品のPRを行う。

(松阪の水産物販売イベン

トの開催)

(松阪の水産物販売イベン

トの開催)

松阪の水産物販売イベント

の開催
500 農水振興課

担い手の育成と後継者の確保

担い手の育成や後継者の確保

を進めるために、県・市・漁協が

連携して水産技術の研究、協

議を進め、漁協青壮年部・女

性部等の生産者組織の漁業

振興活動を支援する。

(専門機関等のサポートを受

けて漁協内グループ等の活

動支援)

(専門機関等のサポートを受

けて漁協内グループ等の活

動支援)

専門機関等のサポートを受

けて漁協内グループ等の活

動支援

－ 農水振興課
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

⑤商工業、企業連携・誘致、競輪

魅力ある商業活動の推進

221
商店街活性化総

合事業補助金

商店街の活性化を図り、市内

中心部の街づくりを推進する。

(イベント事業、商店街連合

会補助)

(イベント事業、商店街連合

会補助)

イベント事業、商店街連合

会補助
3,447 商工政策課

222

商店街空き店舗

等出店促進補助

事業

商店街ににぎわいを創出するこ

とを目的に、商店街の空き店舗

等を活用し出店する事業者に

対し改装費、家賃の一部を補

助する。

(改装費、家賃の補助金交

付)

(改装費、家賃の補助金交

付)

改装費、家賃の補助金交

付
6,381 商工政策課

223
豪商のまち店舗改

装支援事業

まちなみ景観の維持・形成、商

業環境の充実と振興を目的

に、和風デザインを取り入れた

店舗改装費の一部を補助す

る。

(改装費の補助金交付) (改装費の補助金交付) 改装費の補助金交付 10,082 商工政策課

工業の振興

224
ものづくり技能者育

成支援事業

市内の事業所が有する高度な

技術力や特色的な製品づくり、

さらに品質管理や生産改善の

取組等に関する発表の場として

セミナーを開催する。

(ものづくり技能者フｫーラム

開催)

(ものづくり技能者情報交換

会・松阪匠ツアー)

ものづくり技能者情報交換

会・松阪匠ツアー
140 商工政策課

企業立地の推進

225
企業誘致推進事

業

松阪市内への企業誘致を実現

するために、広く企業訪問活動

を展開するほか企業動向調査

を実施する等、戦略的な企業

誘致活動を実施する。

(企業誘致訪問活動、工場

立地意向調査)

(企業誘致訪問活動、工場

立地意向調査)

企業誘致訪問活動、工場

立地意向調査
6,461

企業連携誘致

推進室

226
企業立地促進奨

励金

松阪市の産業振興および雇用

創出を図り経済振興に寄与す

るための奨励金を補助対象企

業に交付する。

(工場等の新設のために取

得した用地購入費に対する

奨励金交付)

(奨励金の交付) 奨励金の交付 83,906
企業連携誘致

推進室

227

(定)

産業経済人交流

事業

松阪市への企業誘致や企業と

の連携構築を目的に、首都

圏、中京圏、関西圏の企業経

営者等を対象とした交流会を

実施する。

(首都圏・中京圏の産業経

済人に対し、松阪市の多様

な情報発信と企業誘致の

支援体制を構築)

(関西圏の産業経済人に対

し、松阪市の多様な情報発

信と企業誘致の支援体制を

構築)

首都圏・中京圏の産業経

済人に対し、松阪市の多様

な情報発信と企業誘致の

支援体制を構築

7,400
企業連携誘致

推進室

企業間連携の推進

228
企業連携推進事

業

地域内外の企業間連携を支

援し、技術連携や新製品の共

同開発、販路拡大等のビジネ

スマッチングを推進し、地域産

業の成長戦略も含んだ企業連

携活動を実施する。

(企業間の新たな連携構築

と販路拡大への支援)

(企業間のビジネスマッチング

等への取組み支援)

企業間のビジネスマッチング

等への取組み支援
2,792

企業連携誘致

推進室

47



第４節　産業振興

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

経営基盤の充実と関係団体との連携強化

229 商工団体補助金
商工団体への補助金を交付す

る。
(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 27,300 商工政策課

230
地域ビジネスサポー

ト事業

新規創業や既存事業の成長を

促すことにより、地域経済の活

性化を図る。

(創業相談窓口の設置、創

業等セミナーの開催、創業

準備・創業後の専門家指

導等)

(創業相談窓口の設置、創

業等セミナーの開催、創業

準備・創業後の専門家指

導等)

ー 0 商工政策課

231

創業・再挑戦アシ

スト資金保証料補

給金

三重県中小企業融資制度の

創業・再挑戦アシスト資金借

入の際の信用保証料を利用者

に全額または一部を補給する。

(信用保証料の一部補給) (信用保証料の一部補給) 信用保証料の一部補給 1,017 商工政策課

232
豪商のまち松阪起

業家支援事業

新たな創業希望者や、第二創

業者等の人材を発掘育成、創

業の支援を行ない、多様なビジ

ネスの隆盛を通じて業者の活

力の回復・向上を図る。

(ー)

(コミュニティビジネス関連セミ

ナー、松阪商人塾、創業セ

ミナー、専門分野別セミ

ナー、専門家による経営個

別相談の実施)

コミュニティビジネス関連セミ

ナー、松阪商人塾、創業セ

ミナー、専門分野別セミ

ナー、専門家による経営個

別相談の実施

3,700 商工政策課

233
子育て世代起業

家支援事業

子育て世代の起業を支援する

ことでし、地域経済の活性化や

雇用創出を図る。

(ー) (ー)

専門講師派遣による起業

家、就業希望求職者向け

セミナーや交流会の実施

484 商工政策課

地域内における企業間連携と交流の推進

市内企業の事業支援を実施す

る。新たな取引の進展と新事

業の創出に取り組む。

(市内企業の新たな連携、

販路拡大の取組)

(市内企業の新たな連携、

販路拡大の取組)

市内企業の新たな連携、販

路拡大の取組
228に含む

企業連携誘致

推進室

競輪事業の安定的経営の実現

234
包括業務委託事

業

競輪の発売・払戻にかかる業

務、また施設整備業務について

も、民間事業者に包括的に業

務委託することで、経費を削減

し効率的な運営を行う。

(競輪開催にかかるすべての

業務)

(競輪開催にかかるすべての

業務および施設整備業務)

競輪開催にかかるすべての

業務および施設整備業務
390,871 競輪事務所

⑥雇用・勤労者福祉、消費生活

雇用の安定と雇用支援の推進

235
障がい者雇用促進

事業

事業者および市民に対する障

がい者雇用の気運の醸成や、

障がい者の職業的自立を支援

するために、関係団体等が連

携し、障がい者雇用の促進を

図るための事業を展開する。

(障がい者雇用促進啓発事

業、就労支援シンポジウム

等の開催、優良事業所表

彰等)

(障がい者雇用促進啓発事

業、就労支援シンポジウム

等の開催、優良事業所表

彰等)

障がい者雇用促進啓発事

業、就労支援シンポジウム

等の開催、優良事業所表

彰等

771 商工政策課

236

(定)

各種団体等負担

金

労働力確保や地元就職強化

に必要な広報活動や、情報収

集のための負担金を松阪地域

雇用対策協議会に負担する。

(負担金交付) (負担金交付) 負担金交付 886 商工政策課

237

潜在専門職トレー

ニングプロジェクト事

業

市域で不足している職種の充

足のため、当該、職種選択や

現場復帰に寄与するためのPR

や実践プログラムを用意し、就

労支援する。

(｢潜在看護師｣復職支援

研修会)
(潜在専門職講習事業) 潜在専門職講習事業 2,150 商工政策課
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第４節　産業振興

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

消費者教育・啓発事業の推進

238
消費生活関連事

業

消費生活の情報提供と消費者

相談窓口の整備・強化を行う。

また、多重債務対策として庁内

でのネットワーク強化、市民への

啓発活動を行う。

(消費生活の情報提供、消

費者相談窓口の整備・強

化)

(消費生活の情報提供、消

費者相談窓口の整備・強

化)

消費生活の情報提供、消

費者相談窓口の整備・強

化

7,374 商工政策課

労働環境の整備促進

239
企業内人権啓発

事業

企業内の人権啓発を推進する

ため、リーフレット等の送付、研

修会の開催等を実施する。

(チラシ等送付、研修会の開

催)

(チラシ等送付、研修会の開

催)

チラシ等送付、研修会の開

催
124 商工政策課

勤労者福祉の促進

240

勤労者総合福祉

推進事業費補助

金

市内の労働者への福祉事業の

総合的な実施に対し、補助を

行う。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 28,000 商工政策課

消費生活相談窓口の強化

消費生活専門相談員の定期

的な配置と担当職員の資質向

上のため研修会等への参加を

実施し、消費生活相談窓口の

強化を行う。

(消費生活相談窓口の体

制づくりと充実)

(消費生活相談窓口の体

制づくりと充実)

消費生活相談窓口の体制

づくりと充実
－ 商工政策課

49



 

50 

第 5 節  生活・環境 

      ―うるおいある快適なまちづくり― 

 

 1 基本方向 

美しい魅力ある生活環境を次の世代につないでいくために、事故や災害、犯

罪などから市民や地域を守るとともに、市民と行政が連携して環境にやさしい

取り組みを実践することで、市民のいのちを守り、安全と快適を確保した「う

るおいある快適なまち」を目指します。 

 2 施策に対応する事業の概要 

  施策 施策の展開 事業数 事業費 

① 交通安全 

重 交通安全意識の高揚 

4 29,882 

重 交通安全教育の推進 

 
生活道路・通学路の安全確保 

  交通死亡事故等再発防止対策の推進 

  自転車安全利用と自転車駐車対策の推進 

② 防災 

重 地震対策の充実 

12 345,021 

重 自主防災・地域防災体制の強化 

重 防災意識の高揚 

  迅速な情報伝達と避難所の機能強化 

  関係機関との連携と応援体制の充実 

③ 
消防・救

急・救助 

重 救急相談事業の推進 

13 242,042 

重 松阪地区広域消防組合（常備）・松阪市消防団（非常備）消防体制の整備 

重 救急体制の強化 

  火災等各種災害予防の推進 

  防災対策の強化 

  予防指導の強化 

  消防水利の整備 

  救助体制の強化 

④ 防犯 

重 セーフコミュニティの推進 

2 15,769 

重 防犯対策の充実 

重 暴力追放運動の推進 

重 防犯意識の高揚 

  防犯啓発および防犯対策の推進 

  自主防犯活動の組織化および活動支援 

  犯罪を誘発しない環境整備 

  地域や関係機関との連携の強化 
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施策 

 
施策の展開 事業数 事業費 

⑤ 

環境・再

生可能エ

ネルギー 

重 環境にやさしい活動の実践 

17 258,411 

重 快適で安全な生活環境の実現 

重 再生可能エネルギーの推進 

  環境監視体制の充実 

  環境マネジメントシステムの運用 

  省エネルギーの推進 

  合併処理浄化槽の設置の促進 

  動物愛護意識の高揚 

  斎場（火葬場）・霊苑施設の利便性の向上 

⑥ 
資源循環

型社会 

重 ごみ処理一元化と安全で安定したごみ処理 

9 886,032 

重 ごみ減量と再利用の推進 

重 不法投棄防止の啓発 

  環境教育・啓発の推進 

  資源化の推進 

  廃棄物集積所設置の推進 

⑦ 
道路・河

川 

重 幹線道路網の整備 

9 705,371 

重 浸水対策の推進 

重 道路の安全対策の推進 

  橋りょうの耐震補強整備 

  道路・橋りょうの適正な維持管理 

⑧ 
住宅・公

園 

重 公営住宅のストック管理 

7 579,888 
重 総合運動公園の整備促進 

  身近な公園の整備推進 

  公園施設の整備・充実 

⑨ 

上水道お

よび簡易

水道 

重 基幹水道施設の耐震化 

4 1,378,200 
重 管路の整備 

  簡易水道施設の整備 

  安全で良質な水道水の供給 

⑩ 下水道 

重 雨水ポンプ場施設の整備と更新 

9 3,175,674 
重 適正な排水処理の推進 

重 浸水被害への対策 

  水洗化の促進 

      合計➤ 86 7,616,290 

 

※ 施策 5-3「消防・救急・救助」の松阪地区広域消防組合が所管する事業については、

松阪市該当分の事業費を記載しています。 

 

 



第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

①交通安全

交通安全意識の高揚

241
交通安全啓発事

業

交通死亡事故だけでなく交通

事故そのものを抑止するため、

交通ルールの遵守や交通マ

ナーの向上を図り、自己防衛

意識を高揚させる啓発活動を

実施する。

(広報・啓発活動、教育活

動、交通環境整備)

※交通死亡事故ゼロ対策

事業にて実施

(広報・啓発活動、教育活

動、交通環境整備)

※交通死亡事故ゼロ対策

事業にて実施

広報・啓発活動、教育活

動、交通環境整備
8,367 地域安全対策課

242
地域交通安全対

策活動事業

市民一人ひとりの交通安全意

識を醸成させるため、自治会等

を対象に、地域に根ざした市民

主体型の交通安全対策を展

開する。

(ヒヤリハット地図の作成、路

面表示シートの設置、交通

安全教室の開催等)

※交通死亡事故ワースト緊

急対策事業にて実施

(ヒヤリハット地図の作成、路

面表示シートの設置、交通

安全教室の開催等)

※交通死亡事故ワースト緊

急対策事業にて実施

地域の交通安全活動支

援、交通安全教室の開催

等

5,621 地域安全対策課

交通安全教育の推進

243
交通安全教育推

進事業

園児から高齢者まで発達段階

に応じた交通安全教育を積み

重ね「地域に密着した交通安

全教育」、「生涯教育としての

交通安全教育」を実施する。

(交通安全教育指導員「と

まとーず」による啓発等)

※とまとーず交通安全強化

事業にて実施

(交通安全教育指導員「と

まとーず」による啓発等)

※とまとーず交通安全強化

事業にて実施

交通安全教育指導員「とま

とーず」による啓発等
6,288 地域安全対策課

生活道路・通学路の安全確保

「ゾーン30」等の生活道路対

策、地域から推薦されている交

通指導員、警察、交通安全協

会、学校等と連携した通学路

の安全点検や対策等を講じ

て、歩行者等の交通安全対策

を実施する。

(交通指導員による街頭指

導、各学校に対する通学路

対策物品の配布等)

(交通指導員による街頭指

導、各学校に対する通学路

対策物品の配布等)

交通指導員による街頭指

導、各学校に対する通学路

対策物品の配布等

－ 地域安全対策課

交通死亡事故等再発防止対策の推進

交通死亡事故現場や交通事

故多発箇所の現地調査を行

い、警察等の関係機関と連携

し、交通事故原因について客

観的な分析を行い、交通事故

等の再発を抑止する具体的な

交通安全対策を実施する。

(警察や道路管理者と連携

した道路整備等)

(警察や道路管理者と連携

した道路整備等)

警察や道路管理者と連携し

た道路整備等
－ 地域安全対策課

自転車安全利用と自転車駐車対策の推進

244
自転車駐車対策

事業

放置自転車の撤去等を実施す

るとともに、自転車駐車場の利

用促進と自転車放置禁止区

域の周知を図り、安全な交通

環境を保持する。

(自転車放置禁止区域と駐

車場利用の周知徹底)

※放置自転車対策事業に

て実施

(自転車放置禁止区域と駐

車場利用の周知徹底)

※放置自転車対策事業に

て実施

自転車放置禁止区域と駐

車場利用の周知徹底
9,606 地域安全対策課

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

②防災

地震対策の充実

245
一般木造住宅耐

震診断事業

昭和56年5月31日以前に建

てられた一般木造住宅の無料

耐震診断を実施する。

(一般木造住宅の耐震診

断の実施)

(一般木造住宅の耐震診

断の実施)

一般木造住宅の耐震診断

の実施
7,472 危機管理室

246

一般木造住宅耐

震補強事業費補

助金

昭和56年5月31日以前に建

築された一般木造住宅で、耐

震補強が必要と判断された家

屋の補強に際し、補強設計費

用および補強工事費用等の補

助を実施する。

(一般木造住宅の耐震補

強設計および補強工事等に

係る補助金の交付)

(一般木造住宅の耐震補

強設計および補強工事等に

係る補助金の交付)

一般木造住宅の耐震補強

設計および補強工事等に係

る補助金の交付

27,420 危機管理室

247
耐震シェルター設置

事業補助金

耐震診断を受診し、総合評点

により倒壊する可能性が高い等

の判定の住宅に対し、耐震シェ

ルター（部屋型、ベッド型等）

を設置する事業に対し補助を

行う。

(高齢者世帯等への耐震

シェルター設置に係る補助

金の交付)

(高齢者世帯等への耐震

シェルター設置に係る補助

金の交付)

高齢者世帯等への耐震シェ

ルター設置に係る補助金の

交付

800 危機管理室

自主防災・地域防災体制の強化

248
自主防災組織育

成推進事業

自主防災活動をより推進する

ため、人づくり、組織づくり、体

制づくりを総合的に支援する。

(自主防災組織の活動推

進のための事業)

(自主防災組織の活動推

進のための事業)

自主防災組織の活動推進

のための事業
1,250 危機管理室

249
地域防災活動推

進助成金

地域防災力の向上を図るため

住民協議会や自主防災組織

等に対し活動や訓練等に関す

る助成を行う。

(地域防災力向上のための

助成金の交付)

(地域防災力向上のための

助成金の交付)

地域防災力向上のための

助成金の交付
3,773 危機管理室

防災意識の高揚

250 防災啓発事業

従来の啓発物品の配布による

方法に加え、特に小中学校の

児童生徒を対象とした防災教

育・啓発等、災害時における、

市民一人ひとりの「自助」の重

要性を理解してもらうための啓

発を行う。

(防災講演会や出前講座

等の実施等)

(防災講演会や出前講座

等の実施等)

防災講演会や出前講座等

の実施等
15,975 危機管理室

251
総合防災訓練事

業

震災に備え、総合防災訓練を

実施し、各防災関係機関や自

主防災組織等と連携を確認

し、地域住民に対し、防災技

術や知識の習得と防災啓発を

図る。

(訓練実施にかかる内容等

を協議する実行委員会の開

催等)

(訓練実施にかかる内容等

を協議する実行委員会の開

催等)

訓練実施にかかる内容等を

協議する実行委員会の開

催等

2,200 危機管理室
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

迅速な情報伝達と避難所の機能強化

252
防災設備等管理

事業

防災対策にかかる各種設備、

備品、システム等の維持管理に

係る経費で、災害時における非

常体制の迅速な構築や運営を

図り、各種設備・システムの円

滑な稼動を確立する。

(防災対策にかかる各種設

備、備品、システム等の維

持管理経費)

(防災対策にかかる各種設

備、備品、システム等の維

持管理経費)

防災対策にかかる各種設

備、備品、システム等の維

持管理経費

43,084 危機管理室

253
防災行政無線整

備事業

防災行政無線（同報系）の

基地局、中継局および屋外子

局等を整備する。

(－)
(三雲管内（実施設計）、

本庁管内（設備設置）)

三雲管内（設備設置）、

本庁管内（設備設置）
201,976 危機管理室

254
防災行政無線基

地局舎管理事業

防災行政無線の計画的な整

備により、基地局となる第四別

棟等の保守・維持を行ない、災

害発生時の迅速な情報伝達と

被害の拡大防止を図る。

(第四別棟の維持管理経

費等)

(第四別棟の維持管理経

費等)

第四別棟の維持管理経費

等
4,519 危機管理室

255
災害用備蓄管理

事業

アレルギー対応非常食、保存

水、浄水器、発電機等を購入

し、本庁および振興局、各学校

等にて保管する。また、現在備

蓄している災害用備蓄資機材

の維持管理を行う。

(災害時用備蓄品の購入お

よび更新整備)

(災害時用備蓄品の購入お

よび更新整備)

災害時用備蓄品の購入お

よび更新整備
35,115 危機管理室

関係機関との連携と応援体制の充実

256
松阪市防災会議

事業

松阪市防災会議を開催し、地

域防災計画をより実効性のあ

るものとするため、更新等を実

施する。

(松阪市防災会議の開催、

計画書の印刷製本等)

(松阪市防災会議の開催、

計画書の印刷製本等)

松阪市防災会議の開催、

計画書の印刷製本等
1,437 危機管理室

③消防・救急・救助

救急相談事業の推進

257
救急相談委託事

業

医師・看護師等が２４時間体

制で対応する相談窓口を活用

し、救急医療に関する相談等

を行う業務を委託する。

(救急相談委託事業の実

施)

(救急相談委託事業の実

施)
救急相談委託事業の実施 9,718

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

松阪地区広域消防組合（常備）・松阪市消防団（非常備）消防体制の整備

258

小型動力ポンプ付

積載車等購入事

業

分団配備の老朽化した小型動

力ポンプ付積載車を年次計画

に基づき更新する。

(普通積載車・軽積載車の

更新)

(普通積載車・軽積載車の

更新)

普通積載車・軽積載車の

更新
20,250 消防団事務局

259 車両管理費

消防車両の維持・管理を行

い、円滑な災害対応を行う体

制を整備する。

(車両修繕等による維持・

管理)

(車両修繕等による維持・

管理)

車両修繕等による維持・管

理
20,417

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

260
消防用資機材等

購入事業

消防活動に必要な装備や資

機材の配備・更新を行い、消

防体制の充実を図る。

(消防用資機材等の更新・

配備)

(消防用資機材等の更新・

配備)

消防用資機材等の更新・

配備
37,701

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

261
高規格救急車購

入事業

老朽救急車を年次計画に基づ

き更新および配備する。
(－)

(高規格救急車の更新

（飯南分署）)

高規格救急車の更新

（三雲分署、飯高分署）
60,900

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

262
水槽付消防ポンプ

自動車購入事業

水槽付消防ポンプ自動車を年

次計画に基づき更新および配

備する。

(－)

(水槽付消防ポンプ自動車

の更新（松阪中消防

署）)

－ 0
松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

263
消防救急デジタル

無線等整備事業

デジタル方式への移行に伴う無

線（活動波）および指令台の

整備を行う。

(デジタル化に伴う活動波整

備(第1期）)

(デジタル化に伴う活動波整

備(第2期）)
指令台オーバーホール 25,773

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

救急体制の強化

264
救急救命士研修

事業

救急救命士の養成および救急

救命士の生涯教育を実施し、

救急体制を強化する。

(救急救命士研修の実施) (救急救命士研修の実施) 救急救命士研修の実施 7,266
松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

火災等各種災害予防の推進

265 防火広報事業

広報チラシの印刷と防災および

救急講習冊子等の印刷を行

う。

(広報チラシの印刷、防災お

よび救急講習冊子等の印

刷)

(広報チラシの印刷、防災お

よび救急講習冊子等の印

刷)

広報チラシの印刷、防災お

よび救急講習冊子等の印

刷

606
松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

防災対策の強化

自治会および自主防災組織へ

の防火・防災に関する指導又

は応急手当等の講習を行い、

地域の防災力を育成強化す

る。

(出前講座等の各種講習・

訓練指導、松阪地区消防

支援隊研修会の開催)

(出前講座等の各種講習・

訓練指導、松阪地区消防

支援隊研修会の開催)

出前講座等の各種講習・

訓練指導、松阪地区消防

支援隊研修会の開催

－
松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

予防指導の強化

防火管理業務に対する適正な

指導および査察の強化等、事

業所等の防火・防災意識の高

揚と自衛消防力の確保を図

る。

(予防査察の実施、防火・

防災啓発イベント等の開

催)

(予防査察の実施、防火・

防災啓発イベント等の開

催)

予防査察の実施、防火・防

災啓発イベント等の開催
－

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

消防水利の整備

266
消防防災施設整

備事業

大地震への対策の一環として、

年次計画に基づき、消火用水

確保等を図るため、40ｔ級耐

震性貯水槽を設置し、防災拠

点を強化するため、老朽化した

消防団車庫を更新する。

(消防団車庫の建替え、耐

震性貯水槽の設置)

(消防団車庫の建替え、耐

震性貯水槽の設置)

消防団車庫の建替え、耐

震性貯水槽の設置
52,000 消防団事務局

救助体制の強化

267 研修等参加事業

各種研修等に参加し、専門的

知識・高度技術の習得を図

る。

(各種研修への参加) (各種研修への参加) 各種研修への参加 2,688
松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

268
三重県消防学校

研修事業

三重県消防学校に入校し、専

門的知識・高度技術の習得を

図る。

(三重県消防学校各種課

程への入校)

(三重県消防学校各種課

程への入校)

三重県消防学校各種課程

への入校
4,416

松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

269
消防大学校研修

事業

消防大学校に入校し、専門的

知識・高度技術の習得を図

る。

(消防大学校への入校) (消防大学校への入校) 消防大学校への入校 307
松阪地区広域

消防組合消防

本部総務課

④防犯

セーフコミュニティの推進

子どもの安全、高齢者の安全、

交通安全等、あらゆる安全・安

心に関する施策について、組織

横断的な取組を確立する。

(セーフコミュニティに関する委

員会開催、自治体・現地審

査視察等)

（セーフコミュニティに関する

委員会の開催等、各分野

における実態調査、市民意

識調査、行動計画の策

定）

行動計画に基づく取組の実

施

271に含

む
地域安全対策課

防犯対策の充実

270 防犯対策事業

警察や事業者等と連携した防

犯講習会の開催や訓練等を実

施する。また、平成32年度以

降における自治会移管を目的

としたＬＥＤ化修繕を計画的

に推進する。

(防犯啓発、市管理防犯灯

の維持管理等)

（防犯啓発、市管理防犯

灯のＬＥＤ化修繕等）

防犯啓発、市管理防犯灯

のＬＥＤ化修繕等
10,830 地域安全対策課

暴力追放運動の推進

警察や暴力追放センター等の

関係機関との連携や、各種イ

ベント等での啓発を行い、地域

や事業者とともに、暴力団追放

三ない運動＋１「暴力団を恐

れない、に金を出さない、を利

用しない、と交際しない」の啓発

活動を実施する。

(暴力追放各種事業・啓発

の実施等)

(暴力追放各種事業・啓発

の実施等)

暴力追放各種事業・啓発

の実施等
－ 地域安全対策課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

防犯意識の高揚

松阪市安全・安心施策推進

協議会の取組と、松阪地区生

活安全協会や自治会連合会

等との連携強化により、市域と

市民一人ひとりの防犯意識の

向上のため、地域に情報発信

するとともに防犯対策の呼びか

け等を実施する。

(地域への情報発信と防犯

対策の呼びかけの実施等)

(地域への情報発信と防犯

対策の呼びかけの実施等)

地域への情報発信と防犯

対策の呼びかけの実施等
－ 地域安全対策課

防犯啓発および防犯対策の推進

各種イベント、研修会等で犯

罪情勢の情報提供や防犯対

策の啓発を推進するとともに、

防犯アンケート等を実施するこ

とで、市民一人ひとりの防犯意

識の把握や防止対策等の検

討を実施する。

(防犯啓発と防犯アンケート

の実施等)

(防犯啓発と防犯アンケート

の実施等)

防犯啓発と防犯アンケート

の実施等
－ 地域安全対策課

自主防犯活動の組織化および活動支援

松阪地区生活安全協会を通

じた支援を強化するとともに住

民協議会や自治会連合会防

犯研究会等と連携し、地域で

の青色回転灯装備車による防

犯パトロールや自主的な防犯

活動の推進を実施する。

(防犯活動および組織への

支援活動の実施)

(防犯活動および組織への

支援活動の実施)

防犯活動および組織への支

援活動の実施
－ 地域安全対策課

犯罪を誘発しない環境整備

住民協議会や自治会等と連

携して、地域や隣近所等での

あいさつ運動の推進等犯罪が

発生しにくい環境づくりを進め、

犯罪抑止の啓発活動を実施す

る。

(防犯パトロールの実施等) (防犯パトロールの実施等) 防犯パトロールの実施等 － 地域安全対策課

地域や関係機関との連携の強化

271
安全・安心まちづく

り推進事業

安全で安心な松阪（まち）づ

くりを目指し、その実現を図るた

め、市民・事業者・関係機関か

ら構成する協議会において、

「行動計画（平成28～30年

度）」を作成するほか、各分野

の現状・課題・取組の把握を実

施する。

(安全・安心施策推進協議

会の開催等)

(安全・安心施策推進協議

会の開催等)

安全・安心施策推進協議

会の開催等
4,939 地域安全対策課

⑤環境・再生可能エネルギー

環境にやさしい活動の実践

272
環境パートナーシッ

プ会議事業

市民・市民団体・事業者・行

政それぞれの主体が対等な立

場で協働して取組を促進する

ための環境パートナーシップ会

議の組織づくりを進める。

(「松阪市環境パートナー

シップ会議」を推進母体とし

た事業への取組)

(「松阪市環境パートナー

シップ会議」を推進母体とし

た事業への取組)

「松阪市環境パートナーシッ

プ会議」を推進母体とした事

業への取組

1,255

環境・エネル

ギー政策推進

課

快適で安全な生活環境の実現

273
環境美化対策事

業

松阪市みんなでまちをきれいに

する条例に伴う啓発活動および

松阪市路上喫煙禁止対策審

議会において、路上喫煙禁止

区域の指定等について調査審

議する。

(啓発活動、松阪市路上喫

煙禁止対策審議会による

調査審議)

(啓発活動、松阪市路上喫

煙禁止対策審議会による

調査審議)

啓発活動、松阪市路上喫

煙禁止対策審議会による

調査審議

1,621

環境・エネル

ギー政策推進

課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

再生可能エネルギーの推進

274
バイオマス・シティプ

ロジェクト推進事業

潜在的に存在するバイオマスの

原料をエネルギーとして活用す

ることで、地球温暖化の防止、

循環型社会の形成、産業の育

成、地域の活性化に市民、事

業者および行政が一体となって

取り組む。

(「バイオマス活用推進計

画」に基づく取組)

(「バイオマス活用推進計

画」に基づく取組)

「バイオマス活用推進計画」

に基づく取組
1,709

環境・エネル

ギー政策推進

課

環境監視体制の充実

275
大気環境調査事

業

市内の大気環境を把握し、大

気汚染防止対策の資料とする

ため、二酸化硫黄、二酸化窒

素、ダイオキシン類調査を実施

する。

(二酸化硫黄調査、二酸化

窒素調査、ダイオキシン類

大気調査)

(二酸化硫黄調査、二酸化

窒素調査、ダイオキシン類

大気調査)

二酸化硫黄調査、二酸化

窒素調査、ダイオキシン類

大気調査

1,987

環境・エネル

ギー政策推進

課

276
水質環境調査事

業

市内の公共用水域の水質状

況を把握するため、河川水質、

地下水、海域水質、河川底

質、ダイオキシン類調査を実施

する。

(河川水質調査、地下水調

査、海域水質調査、河川

底質調査、ダイオキシン類

水質調査)

(河川水質調査、地下水調

査、海域水質調査、河川

底質調査、ダイオキシン類

水質調査)

河川水質調査、地下水調

査、海域水質調査、河川

底質調査、ダイオキシン類

水質調査

7,643

環境・エネル

ギー政策推進

課

277
騒音・振動調査事

業

市内の環境騒音、道路交通

振動等を把握するため、環境

騒音、道路交通振動、自動車

騒音調査を実施する。

(環境騒音調査、道路交通

振動調査、自動車騒音常

時監視に係る騒音調査)

(環境騒音調査、道路交通

振動調査、自動車騒音常

時監視に係る騒音調査)

環境騒音調査、道路交通

振動調査、自動車騒音常

時監視に係る騒音調査

2,144

環境・エネル

ギー政策推進

課

278 事業場調査事業

公害防止協定締結事業場等

の監視、指導をするため、排

水、排ガス、悪臭、騒音、振動

調査を実施する。

(事業場排水調査、事業場

排ガス・悪臭調査、事業場

騒音・振動調査等)

(事業場排水調査、事業場

排ガス・悪臭調査、事業場

騒音・振動調査等)

事業場排水調査、事業場

排ガス・悪臭調査、事業場

騒音・振動調査等

3,525

環境・エネル

ギー政策推進

課

環境マネジメントシステムの運用

279
Matsusaka-EMS

事業

独自の環境マネジメントシステ

ムを活用し運用していくことで、

環境基本計画を効果的かつ効

率的に推進し、環境にやさしい

取組を進める。

(環境マネジメントシステムの

運用)

(環境マネジメントシステムの

運用)

環境マネジメントシステムの

運用
456

環境・エネル

ギー政策推進

課

省エネルギーの推進

節電・省エネルギーへの意識を

高めるための啓発、環境に配慮

した生活様式の普及に取り組

む。

(ホームページ、街頭による

啓発等)

(ホームページ、街頭による

啓発等)

ホームページ、街頭による啓

発等
－

環境・エネル

ギー政策推進

課

合併処理浄化槽の設置の促進

280
浄化槽設置整備

補助金

くみ取り槽又は単独処理浄化

槽から合併処理浄化槽への転

換に係る住宅・共同住宅への

浄化槽設置費用の一部を補

助する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 65,815

環境・エネル

ギー政策推進

課

281
生活排水処理施

設整備事業

飯南・飯高管内における生活

排水処理施設として合併処理

浄化槽の整備を進める。

(合併処理浄化槽の整備) (合併処理浄化槽の整備) 合併処理浄化槽の整備 52,880

環境・エネル

ギー政策推進

課

動物愛護意識の高揚

282
動物愛護推進事

業

動物の愛護と適正な飼養につ

いての啓発を行うとともに、無秩

序な繁殖を制限することにより、

捨て犬・捨て猫を防止する。

(避妊・去勢手術費用の一

部補助、動物愛護啓発イベ

ント、飼い主マナー啓発看

板作製)

(避妊・去勢手術費用の一

部補助、動物愛護啓発イベ

ント、飼い主マナー啓発看

板作製)

避妊・去勢手術費用の一

部補助、動物愛護啓発イベ

ント、飼い主マナー啓発看

板作製

4,501

環境・エネル

ギー政策推進

課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

斎場（火葬場）・霊苑施設の利便性の向上

283
市営葬儀業務事

業

篠田山火葬場の運営業務を

行う。

(火葬、霊柩車、葬祭室貸

出、葬儀飾付、犬猫火葬)

(火葬、霊柩車、葬祭室貸

出、葬儀飾付、犬猫火葬)

火葬、霊柩車、葬祭室貸

出、葬儀飾付、犬猫火葬
34,601

環境・エネル

ギー政策推進

課

284
篠田山火葬場管

理事業

篠田山霊苑内施設の維持管

理を行う。

(篠田山霊苑内施設の維

持管理)

(篠田山霊苑内施設の維

持管理)

篠田山霊苑内施設の維持

管理
28,607

環境・エネル

ギー政策推進

課

285
篠田山墓地管理

事業

篠田山霊苑の維持管理を行

う。
(篠田山霊苑の維持管理) (篠田山霊苑の維持管理) 篠田山霊苑の維持管理 9,751

環境・エネル

ギー政策推進

課

286
嬉野斎場管理事

業

嬉野斎場施設の維持管理およ

び運営業務を行う。

(嬉野斎場施設の維持管

理および運営業務)

(嬉野斎場施設の維持管

理および運営業務)

嬉野斎場施設の維持管理

および運営業務
26,052

環境・エネル

ギー政策推進

課

287
三雲火葬場管理

事業

三雲火葬場施設の維持管理

および運営業務を行う。

(三雲火葬場施設の維持

管理および運営業務)

(三雲火葬場施設の維持

管理および運営業務)

三雲火葬場施設の維持管

理および運営業務
6,886

環境・エネル

ギー政策推進

課

288
飯南火葬場管理

事業

飯南火葬場施設の維持管理

および運営業務を行う。

(飯南火葬場施設の維持

管理および運営業務)

(飯南火葬場施設の維持

管理および運営業務)

飯南火葬場施設の維持管

理および運営業務
8,978

環境・エネル

ギー政策推進

課

⑥資源循環型社会

ごみ処理一元化と安全で安定したごみ処理

289
ごみ処理一元化事

業
ごみ処理の一元化を行う。

(ごみ処理一元化の推進経

費)
(－) － 0 清掃事業課

290

廃棄物循環型社

会基盤施設整備

事業

清掃工場破砕施設および焼却

施設の老朽化に伴い、新ごみ

処理施設を建設し、既設ごみ

処理施設の解体撤去跡地にｽ

ﾄｯｸﾔｰﾄﾞの新設を行う。また、

広陽公園の復旧整備を行う。

(ごみ処理施設建設工事

（施工監理含む）、県道

右折レーン撤去、ごみ処理

施設建設専門委員会、環

境整備事業、売電に伴うイ

ンフラ整備)

(旧破砕施設解体工事、旧

焼却施設解体工事（施工

監理含む）、ダイオキシン類

等調査、ごみ処理施設建

設専門委員会)

旧焼却施設解体工事（施

工監理含む）、広陽公園

復旧事業及び旧焼却施設

跡造成事業実施設計委

託、広陽公園仮置土撤去

工事

403,780 清掃政策課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

ごみ減量と再利用の推進

291 ごみ減量対策事業

小学生用小冊子の作成、ごみ

減量啓発イベントの実施等ご

み減量の啓発を行う。

(リーフレット・小冊子の作

成、イベント出展、イラスト

募集、３Ｒイベント等の出

展・開催、ごみ処理一元化

に係る啓発物作成)

(リーフレット・小冊子の作

成、イベント出展、イラスト

募集、３Ｒイベント等の出

展・開催)

リーフレット・小冊子の作成、

イベント出展、イラスト募

集、３Ｒイベント等の出展・

開催

2,552 清掃政策課

292
生ごみ堆肥化容器

等購入補助金

家庭から出る生ごみの資源化

を推進し、ごみの減量を図ること

から、家庭用生ごみ堆肥化容

器等購入費の一部を補助す

る。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 2,325 清掃政策課

293
資源物集団回収

活動補助金

地域におけるリサイクル意識の

高揚とごみの減量、資源の有

効利用のため、資源物の集団

回収活動を行った団体に対し

補助金を交付する。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 24,354 清掃政策課

不法投棄防止の啓発

294

(定)
塵芥収集事業

ごみ収集事業、合理化事業を

実施していくための一般廃棄物

収集業務委託、不法投棄パト

ロールを行う。

(塵芥収集車等に係る維持

管理業務)

(塵芥収集車等に係る維持

管理業務)

塵芥収集車等に係る維持

管理業務
384,610 清掃事業課

環境教育・啓発の推進

295
環境啓発交流事

業

環境啓発交流に係る参加型

学習会、講演会、視察、世代

を問わないふれあいイベント等を

開催する。

(学習講座等の開催、３R

の啓発活動、地域・団体と

の連携)

(学習講座等の開催、３R

の啓発活動、地域・団体と

の連携)

学習講座等の開催、３Rの

啓発活動、地域・団体との

連携

1,727 清掃政策課

資源化の推進

296 リサイクル事業

資源物等の回収、資源物の再

資源化を推進し、ごみ減量化

を図る。

(資源物等の回収、再資源

化における選別作業等(本

庁・嬉野管内）)

(資源物等の回収、再資源

化における選別作業等)

資源物等の回収、再資源

化における選別作業等
64,684 清掃政策課

廃棄物集積所設置の推進

297
廃棄物集積所設

置補助金

自治会が設置するごみおよび

資源物集積所に対して補助を

行い、地区の美観、衛生面の

向上を図る。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 2,000 清掃事業課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

⑦道路・河川

幹線道路網の整備

298
島田北10号線道

路新設事業

一志嬉野ICや工業団地に通

じ、県道に連絡する道路であ

り、人家密集区域内の大型車

両の通行の減少・利便性の向

上を図るため道路新設工事等

を行う。

(（第１工区）舗装工、道

路付属施設)

(（第１工区）舗装工、交

差点改良、（第２工区）

路体工)

（第２工区）側溝工、道

路付属施設工
15,000 土木課

299
道路整備単独事

業

市道の新設および改良工事を

実施する。

(道路新設、道路改良工

事)

(道路新設、道路改良工

事)
道路新設、道路改良工事 251,000 土木課

300
県施行街路事業

負担金

松阪公園大口線県街路事業

等にともなう地元負担金を負担

する。

(松阪公園大口線（アン

ダーパス）)

(松阪公園大口線（アン

ダーパス）)

松阪公園大口線（アンダー

パス）
27,000 土木課

浸水対策の推進

301 浸水対策事業

過去および近年に発生した豪

雨により浸水家屋が発生した

地域を重点的に、浸水被害の

軽減を図るため整備を行う。

(河川排水路等整備（猟

師・小阿坂・森深野・高

束）)

(河川排水路等整備（猟

師・岡山・駅部田・高束）)

河川排水路等整備（猟

師・岡山・駅部田・久保・上

川・高束）

70,000 土木課

302
河川改良単独事

業

地域住民の生活環境に密接に

関連する中小河川の改修事業

の推進と河川の整備を行う。

(河川整備（真盛川、甚太

川、九手川、中川、富士見

谷川）)

(河川整備（中川、九手

川、甚太川、富士見谷

川）)

河川整備（中川、九手

川、甚太川、富士見谷

川）

35,000 土木課

303
準用河川九手川

改修事業

流域の50％程度が市街化区

域であるため、急速な開発にと

もなう雨水流出量の増大の懸

念があるため、中流部の護岸

整備を行う。

(護岸工) (護岸工) 護岸工 42,000 土木課

道路の安全対策の推進

304
交通安全対策施

設整備事業

交通安全施設の整備および交

通事故多発危険個所の施設

整備工事を行う。

(交通安全施設の整備) (交通安全施設の整備) 交通安全施設の整備 30,960 維持監理課

橋りょうの耐震補強整備

幹線道路および避難路に架か

る橋梁に対し耐震補強を実施

し、震災時における避難路、物

資輸送路を確保する。

(305にて実施) (305にて実施) 305にて実施 305に含む 土木課

道路・橋りょうの適正な維持管理

305
橋りょう長寿命化

事業

橋梁点検、健全度評価、長寿

命化計画策定、計画に基づく

架替および修繕工事、橋りょう

耐震補強工事を実施する。

(修繕工事5橋、設計委託

7橋、トンネル定期点検3路

線)

(耐震修繕工事2橋、定期

点検452橋)

設計委託5橋、修繕工事7

橋、定期点検450橋、トン

ネル修繕

226,000 土木課

306
道路施設点検事

業

道路施設の状態を把握し、安

全で円滑な交通の確保と維持

管理を効率的に行うための点

検を実施する。

(施設維持管理等委託料) (施設維持管理等委託料) 施設維持管理等委託料 8,411 維持監理課
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第５節　生活・環境

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

⑧住宅・公園

公営住宅のストック管理

307
市営住宅修繕工

事

市営住宅および諸施設の修繕

工事を実施する。

(物置改修、ベランダ手摺塗

装、ガス管入替工事の実

施)

(物置改修、ベランダ手摺塗

装工事の実施)

物置改修、ベランダ手摺塗

装工事の実施
26,928 住宅課

308
公営住宅ストック

改善事業

市営住宅等の長期的な活用を

図るべき住棟において、耐久性

の向上や、躯体への影響の低

減、維持管理の容易性向上の

観点から予防保全的な改善を

行う。

(屋上防水工事、外壁改

修、受水槽ポンプ改修、ガス

管取替、木製窓改修)

(屋上防水工事、外壁改

修、受水槽ポンプ改修)

屋上防水工事、外壁改

修、受水槽ポンプ改修
44,100 住宅課

総合運動公園の整備促進

309
総合運動公園建

設事業（単独）

国庫補助事業として対応でき

ない附帯工事、用地買収等を

行う。

(ニュースポーツ遊具設置、

排水路整備、ブロック積工、

墓地施設整備等)

(ニュースポーツ施設整備、

排水路整備工、ブロック積

工等)

排水路、路肩整備、ブロック

積工等
65,700 土木課

310
総合運動公園建

設事業（補助）

スポーツ、レクリェーションを通じ

住民の健康づくり、交流、ス

ポーツ情報の発信を図る。

(多目的広場整備、給水・

電気設備工、園路整備、

ニュースポーツ遊具、トイレ、

南側駐車場整備、展望広

場整備等)

(多目的広場整備、ニュース

ポーツ広場整備、展望広場

整備、駐車場整備、用地

買戻し)

園路整備、ジョギングコース

整備、四阿・ベンチ設置等、

用地買戻し

261,000 土木課

身近な公園の整備推進

民間宅地開発事業等により新

設される公園・緑地の整備につ

いて、バリアフリーや公園施設の

配置計画等指導や確認を行

う。

(公園・緑地整備に関する

指導・確認の実施)

(公園・緑地整備に関する

指導・確認の実施)

公園・緑地整備に関する指

導・確認の実施
－ 土木課

公園施設の整備・充実

311
都市公園維持管

理事業

公園を安全で快適に利用出来

るよう、市内に点在する都市公

園施設の維持管理業務を行

う。

(都市公園の除草・植栽管

理、浄化槽保守点検、遊

具保守点検委託、施設修

繕等)

(都市公園の除草・植栽管

理、浄化槽保守点検、遊

具保守点検委託、施設修

繕等)

都市公園の除草・植栽管

理、浄化槽保守点検、遊

具保守点検委託、施設修

繕等

168,000 土木課

312
都市公園整備事

業

公園を安全で快適に利用でき

るよう都市公園施設の改良整

備工事を行う。

(都市公園整備) (都市公園整備) 都市公園整備 14,160 土木課

313
松名瀬海岸海浜

公園建設事業

伊勢湾西南海岸松名瀬工区

の堤防改修に合わせて、日本

の重要湿地500選に選出され

る櫛田川河口干潟の観察がで

きる公園整備を行う。

(トイレ施設、公園灯、給

水、電気設備工)
(－) － 0 土木課

⑨上水道および簡易水道

基幹水道施設の耐震化

314
基幹水道構造物

耐震化事業

主要施設の耐震診断に基づ

き、必要な施設に耐震補強工

事を実施する。

(新中部台配水池築造・電

気計装、小片野配水池耐

震補強、新山見配水池実

施設計)

(新中部台配水池電気計

装外、御麻生薗配水池耐

震補強、新久保山ポンプ場

耐震補強、山見配水池改

築)

山見配水池改築・電気計

装工事
150,000 上下水道総務課

62
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

管路の整備

315 管路新設事業

管路のループ化や複数系統

化、バイパス管の管路整備工

事を実施する。

(国道42号バイパス水管

橋・曲町・大宮田町外地

区)

(国道42号バイパス・八太

町、上七見町、立野町外の

管路整備工事)

国道42号バイパス・下蛸路

町、上七見町外の管路整

備工事

180,000 上下水道総務課

316 老朽管更新事業
耐震性のあるダクタイル鋳鉄管

となる布設替工事を実施する。

(殿町、津屋城町、肥留

町、波留外地区)

(五十鈴町、肥留町外の布

設替工事)

新座町、中林町、波留外の

布設替工事
824,000 上下水道総務課

簡易水道施設の整備

317
飯高西部簡易水

道施設更新事業

老朽化が著しい基幹施設の改

善、改修工事を実施する。

(【富永水系】

富永浄水場新設

【西部水系】

西部浄水場取水施設改

修、森地内配水管布設替)

(【富永水系】

配水管布設替、旧富永浄

水場取壊し

【西部水系】

西部浄水場機械電気計装

設備更新)

【富永水系】

配水管布設替

【西部水系】

配水管布設替

【全体】

中央監視装置設置

224,200 上下水道総務課

安全で良質な水道水の供給

安全で安心な水道水の安定

供給に向け、水質の監視と水

道施設の適正な維持管理を実

施する。

(水質の監視と適正な施設

の管理)

(水質の監視と適正な施設

の管理)

水質の監視と適正な施設の

管理
－ 上下水道総務課

⑩下水道

雨水ポンプ場施設の整備と更新

318
宮町ポンプ場等施

設長寿命化事業

市内6箇所のポンプ場施設の

中で、特に老朽化の激しい宮

町ポンプ場の計画的な整備工

事を実施する。

(【宮町ポンプ場】

雨水沈砂設備沈砂掻揚機

等)

(【宮町ポンプ場】

自家発電設備改修工事

等)

【宮町ポンプ場】

No.1ポンプ設備工事

【沖スポンプ場】

計画策定業務

114,200 上下水道総務課

319
大口・沖スポンプ場

設備築造事業

大口ポンプ場、沖スポンプ場の

計画的な整備（設備増設）

工事を実施する。

(【大口ポンプ場】

ポンプ場築造、流入ゲート・

沈砂池躯体)

(【大口ポンプ場】

ポンプ製作・据付工事、棟

上部建築)

【大口ポンプ場】

沈砂池機械設備工事、電

気設備、棟上部建築、ポン

プ製作・据付

【沖スポンプ場】

計画策定業務

730,000 上下水道総務課
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施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

適正な排水処理の推進

320
関連公共下水道

事業（松阪）

汚水・雨水管渠の整備および

測試を実施する。

(汚水管渠工事、雨水管渠

工事等)

(汚水管渠工事、雨水管渠

工事、事業計画策定等)

汚水管渠工事、雨水管渠

工事等
1,745,000 上下水道総務課

321
関連公共下水道

事業（嬉野）
汚水管渠工事を実施する。 (公共汚水桝設置) (公共汚水桝設置) 公共汚水桝設置 15,000 上下水道総務課

322

中勢沿岸流域下

水道事業松阪処

理区（負担金）

白山幹線および松阪浄化セン

ターに係る建設費を負担する。

(白山幹線、中央監視装置

改築、脱水機設備改築等)

(白山幹線三渡川水管橋

耐震補強、中央監視装置

改築、脱水機設備改築等)

中央監視装置改築、白山

幹線三渡川水管橋耐震補

強等

137,696 上下水道総務課

323
関連公共下水道

事業（三雲）
汚水管渠工事を実施する。 (汚水管渠工事) (汚水管渠工事) 汚水管渠工事 236,000 上下水道総務課

浸水被害への対策

324
都市下水路管理

運営事業

台風・大雨等災害時に安心し

て暮らすための都市下水路施

設の適正な維持管理を実施す

る。

(施設管理各種委託、施設

整備修繕)

(施設管理各種委託、施設

整備修繕)

施設管理各種委託、施設

整備修繕
156,281 上下水道総務課

325
都市下水路施設

整備事業

市内6箇所のポンプ場施設の

修繕・点検工事、導水路等の

維持工事を実施する。

(雨水幹線等の維持管理、

ポンプ場エンジン点検整備

等)

(雨水幹線等の維持管理、

ポンプ場エンジン点検整備

等)

雨水幹線等の維持管理、

ポンプ場エンジン点検整備

等

23,700 上下水道総務課

水洗化の促進

326 水洗化促進事業
下水道への接続に関する住民

への啓発活動を実施する。
(水洗化補助金の交付等) (水洗化補助金の交付等) 水洗化補助金の交付等 17,797 上下水道総務課
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第 6 節  行政経営 

      ―市民目線の行政経営― 

 

 1 基本方向 

社会経済情勢や市民ニーズの変化を的確にとらえ、効率的・効果的な行政運

営の仕組みをつくり、「市民の目線」を起点とした行政経営を目指します。 

また、市民や地域の声を積極的に聴くとともに積極的な情報提供と情報公開

に取り組みます。 

 2 施策に対応する事業の概要 

  施策 施策の展開 事業数 事業費 

① 
行政シス

テム 

重 事務・事業の見直し 

14 315,796 

重 合理的な組織体制の構築 

重 公共・公用施設マネジメントの推進 

重 ICT ガバナンスの強化 

重 定住自立圏構想の推進 

  公正で公平な透明性のある契約の推進 

  総合計画の適正な管理 

  情報化推進計画の策定および計画の推進 

  マイナンバー制度の推進 

② 人的資源 

重 適正な定員管理の推進 

7 17,385 

重 総合力と企画力のある人材を育成する施策の展開 

重 人事評価制度の運用 

  人事制度の推進 

  人材の確保と活用 

  職員研修制度の充実 

  職場づくりの推進 

③ 
広報と広

聴 

重 ICT（情報通信技術）を活用した情報発信 

5 177,847 

重 情報発信体制の強化 

重 広聴事業の強化 

  効率的、効果的な広報紙の発行 

  行政情報番組の充実 

④ 

情報公開お

よび個人情

報の保護 

重 総合的な情報提供の推進 

2 2,079   審議会等の公開 

  情報公開制度・個人情報保護制度の推進 
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施策 

 
施策の展開 事業数 事業費 

⑤ 自主財源 

重 税負担の公正性と税収確保 

10 200,494 

  公平かつ適正な課税 

  利便性の向上と事務の効率化 

  広告収入の確保 

  ふるさと納税制度の推進 

  遊休未利用地の売却 

  税外未収債権の取組み 

      合計➤ 38 713,601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６節　行政経営

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

①行政システム

事務・事業の見直し

327
行財政改革推進

事業

効率的、効果的で持続可能な

行政経営を目指して、限られた

経営資源を有効に活用し、最

少の経費で最大の効果を挙げ

るため、行財政改革に取り組

む。

(事務・事業等の見直し、こ

れからの松阪市行政のあり

方の検討、自主財源の確

保と公平な受益者負担の

検証等)

(事務・事業等の見直し、こ

れからの松阪市行政のあり

方の検討、自主財源の確

保と公平な受益者負担の

検証等)

事務・事業等の見直し、こ

れからの松阪市行政のあり

方の検討、自主財源の確

保と公平な受益者負担の

検証等

679
経営企画課

合理的な組織体制の構築

328
行政経営推進事

業

民間の経営感覚に立った考え

方を行政経営に取り入れ、継

続的に業務や職場の改善活動

に取り組み、市民に満足してい

ただける質の高い行政サービス

の提供を目指して行政経営品

質向上を推進する。

(行政経営品質向上研修

の実施、行政経営品質を

取り入れた改善活動の推

進)

(行政経営品質向上研修

の実施、行政経営品質を

取り入れた改善活動の推

進)

行政経営品質向上研修の

実施、行政経営品質を取り

入れた改善活動の推進

535
経営企画課

公共・公用施設マネジメントの推進

329
公共施設マネジメ

ント推進事業

施設経営の視点に立ち、資産

的価値、施設運営に要するコ

スト、サービス提供の情報等を

総合的に分析したうえで、より

少ないコスト・施設数で今以上

の利用価値を出せるよう取り組

む。

(公共施設白書の作成、短

期対応施設の検討、市営

住宅のあり方市民討議会の

開催等)

(公共施設等総合管理計

画の策定、個別施設計画

の策定、文化ホール市民検

討議会の開催等)

個別施設計画の策定、分

野別施設の市民討議会の

開催等

3,370 公共施設マネジ

メント推進室

ICTガバナンスの強化

330
庁内ＯＡ化推進

事業

庁内イントラネットを構成し、情

報収集、事務連絡等における

職員の業務効率の改善を図

る。併せて組織的なセキュリティ

対策を推進する。

(職員用パソコン・各種サー

バー・通信機器等賃借、ア

クティブディレクトリ管理費)

(職員用パソコン・各種サー

バー・通信機器等賃借料、

アクティブディレクトリ管理等)

職員用パソコン・各種サー

バー・通信機器等賃借料、

アクティブディレクトリ管理等

84,597
情報企画課

331
庁内ネットワーク管

理事業

本庁および各地域振興局間の

情報ネットワークとインターネッ

ト、電子メールを利用する環境

のシステム運営を行う。

(情報ネットワークの運用、

侵入防止等のセキュリティ対

策等)

(情報ネットワークの運用、

侵入防止等のセキュリティ対

策、次期ネットワーク更改に

伴う調達業務等)

情報ネットワークの運用、侵

入防止等のセキュリティ対

策、次期ネットーワーク更改

業務等

133,310
情報企画課

332
ICTガバナンス推進

事業

情報セキュリティポリシー等に基

づき、情報セキュリティ対策の水

準の向上を図るとともに、情報

システム調達ガイドラインの策

定、ICT-BCPの策定を行い、

ICTガバナンスの確立を目指

す。

(情報システムの整備等に係

る情報企画部門との事前協

議、情報セキュリティ監査の

実施等)

(情報システムの整備等に係

る情報企画部門との事前協

議、情報セキュリティ監査の

実施等)

情報システムの整備等に係

る情報企画部門との事前協

議、情報セキュリティ監査の

実施等

3,250
情報企画課

定住自立圏構想の推進

333
定住自立圏構想

推進事業

関係自治体と連携し、圏域の

住民が幸せを実感できる地域と

なることをめざし、一次救急医

療体制の維持・拡充や観光戦

略の広域化を柱とした定住自

立圏を確立する。

(ビジョン策定審議会の開催

等)

(共生ビジョン懇談会、定住

自立圏シンポジウムの開催

等)

共生ビジョン懇談会の開催 298
経営企画課

公正で公平な透明性のある契約の推進

334
電子入札システム

事業

松阪市電子入札システムによ

り、自動審査による人為的リス

クを排除し、速報性・利便性の

さらなる向上と大幅な入札事

務の効率化を図る。

(電子入札システムの運用・

管理、自動審査による機能

追加、入札制度に応じた開

発)

(電子入札システムの運用・

管理、機能追加、システム

ハードウェアの更改整備)

電子入札システムの運用・

管理、機能追加
76,111

契約監理課

335
入札等監視委員

会事業

契約行為の妥当性、適法性

等の監視を行うと共に、学識経

験者の立場から、入札・契約に

関する事項について市長に対し

意見具申を行う。

(委員会の開催) (委員会の開催) 委員会の開催 420
契約監理課

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容
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第６節　行政経営

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

総合計画の適正な管理

336
総合計画策定事

業

現行計画の進行管理や施策

評価を行う。また、市民ニーズの

把握や審議会等を実施するこ

とで、市民と行政が一緒になっ

て次期総合計画を策定する。

(ダイジェスト版印刷製本

等)
(市民意識調査)

総合計画審議会の開催、

総合計画書の印刷製本等
6,568

経営企画課

情報化推進計画の策定および計画の推進

337 情報化推進事業

刻々と変化するICT環境に対

応していくとともに、プリンタの統

合やオープンデータの整備等、

松阪市情報化推進計画にもと

づいた事業展開を行う。

(情報化推進計画の策定・

実施、情報化推進委員会

等の運営等)

(プリンタの統合、オープン

データの整備等、情報化推

進計画に基づく施策の実行

等)

プリンタの統合、オープンデー

タの整備等、情報化推進計

画に基づく施策の実行等

1,125
情報企画課

338
ペーパレス会議シス

テム導入事業

タブレット端末を利用したペーパ

レス会議システムの導入を行う

とともに、タブレット端末を活用し

た市民サービスの向上を図る。

(－)
(ペーパレス会議システム構

築)
ペーパレス会議の実施等 1,213

情報企画課

マイナンバー制度の推進

339

社会保障・税番号

制度システム改修

事業

平成28年1月から利用が開始

される社会保障・税番号（マイ

ナンバー）制度の導入を円滑

に行うための情報システムの整

備を行う。

(各業務システムの改修)

(各業務システムの改修、個

人番号の通知、個人番号

カードの発行等)

データ連携情報システムの

構築および連携テストの実

施等

4,320
情報企画課

340
証明書コンビニ交

付事業

各種証明書をコンビニエンススト

アで交付することにより、市民の

利便性と窓口業務の緩和を図

る。

(－) (－)
コンビニ交付システム構築、

導入準備
戸籍住民課

②人的資源

適正な定員管理の推進

定員管理の適正化に向け、市

民サービスに影響を与えないよ

う、部局の業務執行状況を十

分把握して適正な配置に努め

る。

(部局の状況把握に努め、

適正配置の実施)

(部局の状況把握に努め、

適正配置の実施)

部局の状況把握に努め、適

正配置の実施
－

職員課

総合力と企画力のある人材を育成する施策の展開

人材育成基本方針に基づき総

合的かつ戦略的に人材育成施

策を展開する。

(人材育成基本方針の改

訂)
(人材育成施策の展開) 人材育成施策の展開 －

職員課

人事評価制度の運用

341
人事評価制度構

築事業

職員の意欲の向上と能力開発

を目的とした人材育成型の人

事評価制度の構築および運用

を行う。

(人事評価制度の運用) (人事評価制度の運用) 人事評価制度の運用 3,000
職員課

人事制度の推進

異動希望、希望昇任・降任制

度を運用し、やる気を高め、能

力を最大限に引き出す人事制

度を推進する。

(職員への異動希望、希望

昇任・降任の聞取りを実施)

(職員への異動希望、希望

昇任・降任の聞取りを実施)

職員への異動希望、希望

昇任・降任の聞取りを実施
－

職員課
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第６節　行政経営

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

人材の確保と活用

342
職員採用試験事

業

市職員の採用に関し、地方公

務員法第18条の規定により、

競争試験を実施し、選考する。

(職員採用試験の実施) (職員採用試験の実施) 職員採用試験の実施 1,495
職員課

職員研修制度の充実

343

(定)
職員研修事業

職員の勤務能率の発揮および

増進のため、各段階において必

要とされる研修機会を提供し、

職員個々の持つ能力を最大限

に引き出す。

(集合研修、派遣研修、自

己啓発の実施)

(集合研修、派遣研修、自

己啓発の実施)

集合研修、派遣研修、自

己啓発の実施
11,530

職員課

344
自主研究活動事

業補助金

職員が自主的に組織したサーク

ルにおいて、行政課題等につい

て研究をし、その研究成果を松

阪市行政に反映させていく。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 200
職員課

345
職員通信教育講

座受講補助金

自己啓発の場を日常生活に取

り入れ、自分の目的に合った分

野を自分のペースで学習できる

機会を提供し、職員として必要

な能力や専門知識の付与を

図っていく。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 350
職員課

346
職員専門研修参

加費助成補助金

業務に関連する専門的な知識

を身につけるため、専門研修の

受講者に対して自己啓発意欲

を支援していく。

(補助金の交付) (補助金の交付) 補助金の交付 150
職員課

職場づくりの推進

347
安全衛生委員会

事業

労働安全衛生法および関連規

程等で定められている安全衛

生委員会を中心に、職員が安

心して安全に働ける職場づくり

を目指す。

(安全衛生委員会の開催) (安全衛生委員会の開催) 安全衛生委員会の開催 660
職員課

③広報と広聴

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報発信

フェイスブックの松阪市情報交

流ページ「ぎゅうっと松阪」で積

極的に情報発信するとともに、

市ホームページと連携することに

よって、市民と行政、市民と市

民の情報の交流を図る。

(「ぎゅうっと松阪」の立ち上げ

および市ホームページとの連

携)

(「ぎゅうっと松阪」での情報

発信および市ホームページと

の連携)

「ぎゅうっと松阪」での情報発

信および市ホームページとの

連携

－
情報企画課

情報発信体制の強化

348
松阪市ホームペー

ジ管理運営事業

サーバ等機器の賃借および保

守管理委託を行う。また、市民

参加の推進および市民目線で

の市ホームページのチェック体制

として「情報のかけ橋委員会」を

運営し、常に使いやすさ、見や

すさを追求する。

(サーバ等機器賃借、保守

管理、「情報のかけ橋委員

会」によるホームページの

チェック)

(サーバ等機器賃借、保守

管理、「情報のかけ橋委員

会」によるホームページの

チェック)

ホームページリニューアル初

期開発、サーバ等機器賃

借、保守管理、「情報のか

け橋委員会」によるホーム

ページのチェック

22,462
情報企画課

広聴事業の強化

349
市民対話活動事

業

市民の市政に対する意見や要

望等を、多用な方法により広く

把握する。

(市政バスの運行、広聴専

用ファックス・Eメール・手紙

等による意見の受付、出前

講座)

(市政バスの運行、広聴専

用ファックス・Eメール・手紙

等による意見の受付、出前

講座)

市政バスの運行、広聴専用

ファックス・Eメール・手紙等に

よる意見の受付、出前講座

983
情報企画課
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第６節　行政経営

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

効率的、効果的な広報紙の発行

350
広報松阪発行事

業

市政に関する情報を市民に提

供し、円滑な市政を運営する。

(広報松阪発行、広報等配

布委託)

(広報松阪発行、広報等配

布委託)

広報松阪発行、広報等配

布委託
98,902

情報企画課

行政情報番組の充実

351

(定)

ケーブルシステム施

設管理運営事業

テレビ視聴サービスを提供し、

通信設備として安定的に利用

できるよう施設および設備を適

切に管理する。また、市政情報

を行政情報番組として放送す

る。

(ケーブルテレビ施設の維持

管理、行政情報番組の制

作・放送)

(ケーブルテレビ施設の維持

管理、行政情報番組の制

作・放送)

ケーブルテレビ施設の維持管

理、行政情報番組の制作・

放送

55,500
情報企画課

352
ケーブルシステム施

設整備事業

テレビ視聴サービスを提供する

ための設備や行政情報番組の

放送に係る施設の整備を行う。

(－) (ー)

ケーブルテレビの伝送路上に

ある増幅器および無停電電

源装置等の更新整備（飯

南管内）

0
情報企画課

④情報公開および個人情報の保護

総合的な情報提供の推進

重要計画、各種審議会等の

情報、予算決算状況ほか、市

民生活に密接に関連する情報

等を市民が容易に入手できるよ

う情報発信を推進する。

(広報、市ホームページ、報

道への情報提供、文書･情

報公開係行政資料等の充

実)

(広報、市ホームページ、報

道への情報提供、文書･情

報公開係行政資料等の充

実)

広報、市ホームページ、報

道への情報提供、文書･情

報公開係行政資料等の充

実

－
総務課

審議会等の公開

各種審議会の開催情報、審

議結果情報を市民が常時知る

ことができるような公表形態と

し、審議会への傍聴者の受入

れを促進する。

(市ホームページ等での審議

会情報の公表)

(市ホームページ等での審議

会情報の公表)

市ホームページ等での審議

会情報の公表
－

総務課

情報公開制度・個人情報保護制度の推進

353 情報公開事業

情報公開請求、情報提供、松

阪市情報公開審査会を開催

する。

(松阪市情報公開審査会

の開催、情報公開、情報提

供事務)

(松阪市情報公開審査会

の開催、情報公開、情報提

供事務)

松阪市情報公開審査会の

開催、情報公開、情報提

供事務

1,752
総務課

354
個人情報保護事

業

個人情報開示請求、個人情

報訂正請求、個人情報利用

停止等請求、松阪市個人情

報保護審査会の開催および個

人情報保護制度職員研修を

実施する。

(松阪市個人情報保護審

査会の開催、個人情報保

護制度職員研修)

(松阪市個人情報保護審

査会の開催、個人情報保

護制度職員研修)

松阪市個人情報保護審査

会の開催、個人情報保護

制度職員研修

327
総務課
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第６節　行政経営

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

⑤自主財源

税負担の公正性と税収確保

355 納税啓発事業

納期内納税の推進のため、住

民協議会との連携を取り、啓

発活動を実施する。

(納期内納付の周知・啓発

活動)

(納期内納付の周知・啓発

活動)

納期内納付の周知・啓発

活動
1,849

収納課

356 電話催告事業

市税・保険税の現年課税分の

収納率向上を目指し、オペレー

ターを民間委託し、電話により

納税の催告を実施する。

(オペレーターの民間委託よ

る電話催告)

(オペレーターの民間委託に

よる電話催告)

オペレーターの民間委託によ

る電話催告
14,113

収納課

357
インターネット公売

事業

公売物件がある場合に高価有

利な換価を行うため、官公庁

向けサービスのインターネット公

売を活用する。

(公売物件がある場合による

インターネット公売)

(公売物件がある場合による

インターネット公売)

公売物件がある場合による

インターネット公売
100

収納課

公平かつ適正な課税

358
個人市民税賦課

事業

住民の所得等を把握して個人

市民税および県民税の賦課、

通知を行う。

(個人市民税の賦課業務) (個人市民税の賦課業務) 個人市民税の賦課業務 64,408
市民税課

359
法人市民税賦課

事業

松阪市に事業所等を有する各

種法人の申告管理等を行う。
(法人市民税の賦課業務) (法人市民税の賦課業務) 法人市民税の賦課業務 1,267

市民税課

360
軽自動車税賦課

事業

各種軽自動車の登録管理を

行い、4月1日現在の所有者ま

たは使用者に対し課税する。

(軽自動車税の賦課業務) (軽自動車税の賦課業務) 軽自動車税の賦課業務 12,742
市民税課

361
固定資産税賦課

事業

固定資産税・都市計画税の公

平・適正な課税を行う。

(固定資産税、都市計画税

の年次賦課業務等)

(固定資産税、都市計画税

の年次賦課業務等)

固定資産税、都市計画税

の年次賦課業務等
100,948

資産税課

利便性の向上と事務の効率化

362
税務証明交付事

業

各種税務証明書を必要として

いる住民等に対し当該証明書

を発行する。

(税務証明の交付業務にか

かる経費)

(税務証明の交付業務にか

かる経費)

税務証明の交付業務にか

かる経費
568

市民税課

広告収入の確保

市施設等を活用した広告媒体

を設定し、新たな広告収入の

確保を図る。

(有料広告の掲載取組と新

たな広告掲載媒体の検討)

(有料広告の掲載取組と新

たな広告掲載媒体の検討)

有料広告の掲載取組と新

たな広告掲載媒体の検討
－

経営企画課

ふるさと納税制度の推進

363
ふるさと応援寄附

金推進事業

ふるさと納税制度を積極的に情

報発信することにより、主に市

外在住者からの寄附の獲得に

取り組むとともに、寄附意識の

醸成を図る。

(制度PR活動、PRパンフ

レットの作成)

(制度PR活動、PRパンフ

レットの作成、ふるさと納税

代理納付システムの活用)

制度PR活動、PRパンフレッ

トの作成、ふるさと納税代理

納付システムの活用

681
総務課
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第６節　行政経営

施策 （実績） （実施中）

事業名 事業内容 (平成26年度) （平成27年度） 平成28年度

事業費

(1カ年)
担当課

具体的な計画内容

遊休未利用地の売却

一般競争入札の実施やイン

ターネット公有財産売却システ

ムを利用し、遊休未利用地の

売却を図る。

(一般競争入札、先着順譲

渡の実施、インターネットを

活用した未利用地の売却)

(一般競争入札、先着順譲

渡の実施、インターネットを

活用した未利用地の売却)

一般競争入札、先着順譲

渡の実施、インターネットを

活用した未利用地の売却

－
財務課

税外未収債権の取組み

364
債権回収対策事

業

強制徴収公債権の未収債権

の回収の強化に努め、債権徴

収職員の専門知識の習得やス

キルアップのための体制を整備

し、市債権の滞納額の縮減を

図る。

(債権回収対策準備室で

組織立ち上げの準備)
(未収債権の回収) 未収債権の回収 3,818

債権回収対策課
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「市民みんなの道標
みちしるべ

」 

～未来につなげるまちづくり計画～ 

実施計画 

（平成 28 年度） 
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