
市 長 記 者 会 見 事 項 書 

 

令和 2年 3月 23日午前 10時～ 

理事者控室 

【所感】 

    

 

             

【発表事項】 

 

１．令和 3年 4月採用予定松阪市職員の前期募集について 

（担当 職員課 0598-53-4221） 

 

２．自治体総合アプリ『松阪ナビ』を公開します 

（担当 情報企画課 0598-53-4455） 

    

３．市役所庁舎１・2階案内サイン表示改修と授乳室設置について 

（担当 財務課 0598-53-4315） 

 

４． 松阪港の海上アクセス旅客ターミナル建屋の利活用について 

（担当 商工政策課 0598-53-4149） 

 

５．職員提案制度をはじめます！ 

（担当 市政改革課 0598-53-4350） 

 

６．「マイナンバーカード交付率２０％達成」及び夜間窓口時間縮小 

（担当 戸籍住民課 0598-53-4050） 

 

７． みえ松阪マラソン 2020エントリー開始について 

（担当 スポーツ課 0598-53-4400） 

 

８．令和 2年 4月 1日に開発許認可等の権限が三重県から松阪市に移譲されます。 

（担当 建築開発課 0598-53-4187） 

 

９．市民意識調査（3,000人アンケート）中間報告（速報値抜粋） 

（担当 経営企画課 0598-53-4319） 

 



令和 2年 3月 23日 

 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名  総務部職員課  

担当者名 尼子、中井 

電話番号 0598－53－4221 

 

 

１．発表事項  令和 3年 4月採用予定松阪市職員の前期募集について 

 

 

２．内 容 

  より優秀な人材をいち早く獲得していくため、本年度に引き続き、前期職員募集の

受付を 4月 6日から開始します。 

  なお、今回から応募者の利便性を向上し、より応募してもらいやすくするため、WEB

上の専用プラットフォームから応募を受け付けます。 

※後期職員募集については、前期募集の結果を見ながら、7月以降に改めて募集を予定

しています。また、高等学校の新卒予定者や社会人枠の募集については、後期募集

の中で予定しています。 

 

（１）募集職種・採用予定人員 

職種 採用予定人員 

事務職 10名程度 

事務職（障がい者） 1名程度 

技術職（土木） 4名程度 

幼稚園教諭・保育士職 10名程度 

 

（２）応募方法等 

4月 6日（月）から 5 月 8日（金）までの間に、パソコンやスマートホンを使用し、

WEB上の専用プラットフォームから必要事項を記入して応募してください。 

   ※障がい者については、必要に応じて WEB以外の応募方法も対応します。 

   ※募集要項は、松阪市ホームページで閲覧・ダウンロードが可能です。また、本庁

職員課及び各地域振興局地域振興課でも配布します。 

 

 

 

（３）採用試験 



（第 1次試験）試 験 日： 5月 24日（日） 

試験会場：（予定）松阪市立殿町中学校（松阪市殿町 1508番地 1） 

（第 2次試験）試 験 日： 6月中旬～7月中旬（第 1 次試験合格者のみ） 

 

（４）年 齢 

①事務職、技術職（土木）、幼稚園教諭・保育士職 

昭和 60年 4月 2日から平成 14年 4月 1日までに生まれた方（19～35歳） 

    ②事務職（障がい者） 

昭和 36年 4月 2日から平成 14年 4月 1日までに生まれた方（19～59歳） 

 

（５）採 用 

    令和 3年 4月 1日 

 

（６）その他 

   職員採用説明会を開催 

    日時：4月 12日（日）午後 1 時 30 分～午後 3時 

    場所：松阪公民館（松阪市船江町、松阪ショッピングセンターマーム 2階） 

    内容：市長あいさつ、勤務形態等に関する説明、職種別先輩職員との座談会 

    定員：100人程度（事前申込は不要） 

 



令和 2年 3月 23日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

担当課  情報企画課 

担当者  田中 

電話番号 0598‐53‐4455 

 

１．発表事項 自治体総合アプリ『松阪ナビ』を公開します 

２．概要  

松阪市では、広報まつさかをはじめとして、様々な手法で市政情報を届けています。スマ

ホやタブレットが急速に普及してきた現在、人それぞれの生活様式が異なり活動時間も多

様になり、同時に情報を得る手法も様々に変化してきています。情報を届ける側からも次々

に新しいツールが生まれてきています。 

このような状況の中、市からの新たな情報発信ツールとして当該アプリを導入することで、

時間や場所の制約を受けることなく、市政情報等へのアクセスが可能になります。さらに、

プッシュ通知※を通して、市民に情報を素早く届けることが可能になります。 

また、『松阪ナビ』が備える特徴として速報性と双方向性の 2点を挙げることができます。

それぞれ、プッシュ通知あるいはレポート投稿という。特性を十分に生かした機能として

実装しており、活用していく予定です。 

※プッシュ通知とは、アプリ内の仕組みを利用して、アプリの利用者に対して直接通知を

届ける便利な機能です。 

３．主な機能 

・プッシュ通知 

・イベントカレンダー 

・写真投稿機能 

・ボランティア募集 

４．主なコンテンツ 

【防災・安全】 

・レポート投稿 

・避難所、避難先マップ 

【ごみ・リサイクル】 

・ごみカレンダー 

・何ごみ検索 

【イベント・お出かけ】 

・イベントカレンダー 

・松阪マップ 

・ボランティア募集 

・みえ松阪マラソン 2020 

 

【健康】 

・救急医療体制 

・がん検診 

・AED設置場所 

 



令和 2年 3月 23日 

報道機関各社 御中 

 

    連 絡 先 

課名   財務課 

担当者名 北川・鈴木 

電話番号 0598－53-4315 

 

 

１．発表事項   松阪市役所庁舎本館 1・2階案内サイン表示の改修について 

 

２．概  要   1階及び 2階のライフイベントに関係する窓口関係課 

（１６課）のサイン表示を改修する。 

         吊り下げサイン    22箇所（1階 18箇所、2階 4箇所） 

         壁取付サイン     2箇所（1階 2箇所） 

既設案内サイン改修  4箇所（1階 2箇所、2階 2箇所） 

 

３．改修の背景  今までのサイン表示は非常に見づらく、わかりにくいサインであった

ため、市民にとって利用しづらく、総合案内等で確認しないと目的の

窓口がわからないことが多くあり、不便をかけていた。 

 

４．目  的   課名表記だけでなく、窓口の業務（手続き）内容を表記することによ

り、これまでよりも手続きの場所がわかりやすくなる。また、文字の

表記については、日本語と英語とし、漢字にはふりがなをふるなど、

サインの文字の大きさや色等、よりわかりやすい表示に改修して、市

役所を訪れる方が迷うことなく、目的の窓口へ行ける利用しやすい「よ

り市民のための市役所」を目指す。 

 

５．スケジュール 令和 2年 3月 30日完成予定。 



令和 2年 3月 23日 

報道機関各社 御中 

 

    連 絡 先 

課名   財務課 

担当者名 北川・鈴木 

電話番号 0598-53-4315 

 

 

１．発表事項   松阪市役所庁舎本館 1階授乳室設置について 

 

２．概  要   昨年 10月 1日より空きスペースとなっていた松阪市役所庁舎本館 1階

自動交付機コーナー跡を「授乳室」に改修する。 

         床面積  ９．５㎡ 

主な設備 乳児用ベッド（おむつ替え台）、カーテン、ソファ、冷暖房 

 

３．設置の背景  自動交付機コーナーの空きスペースの利用方法について、市職員に昨

年 10月 4日から 31日までの期間、アイデアを募った結果、16件のア

イデアが応募され、最も多かったのが「授乳室」であった。これまで

も「授乳室」は市役所に来庁する市民の方からの問い合わせが多くあ

り、小さな子ども連れの方には、授乳室がないため、おむつ替えや授

乳が必要な際には、一時的に当直室を使っていただくなど不便をかけ

ていた。 

 

４．目  的   今回、市役所庁舎本館に初めて「授乳室」を設置することにより、小

さな子ども連れの方が安心して来庁し、気軽に利用してもらうことが

できる「より市民のための市役所」を目指す。 

 

５．スケジュール 令和 2年 3月 30日完成予定。 

         令和 2年 3月 31日 11時 30分～11時 45分 お披露目会。 

          ※竹上市長出席予定 

         お披露目会終了後、使用開始予定。 



令和２年 ３月２３日 

報道機関各社 

連  絡  先 

課係名   商工政策課 

担当者名  松本 

電話番号  0598-53-4149 

 

 

１．発表事項  松阪港の海上アクセス旅客ターミナル建屋の利活用について  

 

２．内容 

平成 28 年 12 月に海上アクセス事業が廃止となり、それ以来、海上アクセス関連跡地

が未利用地となっていたが、港湾管理者である三重県が、旅客ターミナル建屋を設置し

ている関連跡地一帯、約 12,000㎡を、本年 1 月 28日に一般競争入札により公売にかけ、

去る 2月 26日に開札、2 月 27日に落札者が決定した。 

落札者は、松阪市嬉野
うれしの

新屋
に わ の

庄
しょう

町の「辻製油株式会社」。 

 

松阪市は、県港湾用地の落札者である辻製油株式会社と交渉し、松阪港旅客ターミナ

ル建屋の利活用を前提に有償譲渡することで合意した。 

 

建屋の売買契約については、土地の売買契約の締結が前提。 

 

（※辻製油(株)と三重県との土地売買契約締結時期について） 

  当該土地は、港湾整備に際し、三重県が起債を活用しているため、売却にあたっ

ては、東海財務局の承認が必要で、売却先決定後、財務局との協議に約１ヶ月を要

するとしている。そのため、土地売買契約日は、３月末と見込んでいる。 



【海上アクセス松阪港旅客ターミナル建屋有償譲渡までの経過】 

 

H28.12.19  海上アクセス事業松阪航路廃止 

 

 H29. 1.31  高速船「すずかぜ」売却（引き渡し完了） 

 H31. 3.15  ターミナル施設 ポンプ室等解体工事 完了 

        ターミナル施設 駐車場撤去工事 完了 

       ＊ターミナル建屋のみ残存 

 

H31.4    県港湾計画変更 

 

R2.1.28   県港湾用地売払 一般競争入札 公告 

        ＊「建物の取り扱いについては松阪市と購入者とで協議」 

R2.2.27   県港湾用地売払の落札者が辻製油(株)に決定 

   

＊建物の有償譲渡に係る契約時期は、県の土地の売買契約日以後に。 



令和２年３月２３日 

各報道機関 御中 

連  絡  先 

課係名   市政改革課 

担当者名  岡本 

電話番号  0598-53-4350 

 

 

１．発表事項  職員提案制度をはじめます！ 

 

２．目的  組織の枠を超え、職員から「より良い市政」に寄与する提案を募

集することで、既成概念に捉われない施策・事業を創出するとと

もに職員の政策形成能力向上を図り、行政事業のスクラップアン

ドビルドを促進する。 

 

３．対象者  すべての職員（グループによる提案も可能） 

※ただし、自身の所属する組織に関わる提案は不可 

 

４．審査  提出された提案は、市政改革課及び各部局の事前チェックを経て、

市長及び副市長による審査に諮ります。 

市長及び副市長は、提案の費用対効果や実現性等複数の視点で審

査を行います。 

 

５．入選提案  審査の結果、一定水準以上を得点した提案を「入選」と認め、後

日表彰状及び副賞を授与します。 

入選提案は、該当部署において実現の検討を行い、検討結果を市

長・副市長に報告します。 

 

６．今後の予定 

併せて別添資料を

ご参照ください。 

 ３月 25日 

５月中 

６月中旬 

７月初旬 

７～11月 

 

提案募集開始 

市政改革課及び各部局による事前チェック 

市長及び副市長による審査（入選・落選） 

入選提案の表彰 

部署による入選提案の実現検討及び報告 

 

７．公表  入選提案については、表彰後、市ホームページ等にて公表します。 

 

 



令和２年３月２３日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名 戸籍住民課  

担当者名 北村 

電話番号 0598-53-4050 

１．発表事項   

「マイナンバーカード交付率 ２０％ 達成」及び夜間窓口時間縮小 

 

マイナンバーカード交付累計調査（令和２年２月末）において、松阪市が交付率 

２０．１９％となりました。 

三重県内では交付率１位，全国の人口１０万人以上の一般市では、交付率１５位、 

１カ月の伸び率８位となっています。 

マイナンバーカード交付率が２０％となりましたので、平日夜間窓口開設の縮小をお

こないます。 

縮小の内容は、現在午後８時まで開設しておりますが、７時以降の利用者の数が少な

いこと、マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスが午後１１

時まで利用可能なことから、１０月１日からは午後７時までとさせていただきます。 

ＹｏｕＴｕｂｅでは、コンビニ交付の再現動画を２３日午前１０時から配信しますの

で、ぜひご覧ください。 

 

２．松阪市交付枚数及び交付率 

令和２年２月末  交付枚数  ３３，２２７枚  

交付率  ２０．１９ ％  全国平均  １５．４７％ 

                三重県平均 １３．０４％ 

 

３．交付率アップの要因 

   出張窓口では、現地で写真の撮影、申請書の記入のお手伝い、当日本人確認書類の

持参により、後日、本人受け取りによる郵送も行っています。 

   市役所窓口にお越しいただくことなく申請が可能となり、簡単に申請をすることが

できることが好評となっています。 

   

 ≪出張窓口開設≫ 

    ・企業や病院、公共機関等への窓口開設 

・４振興局管内の公共施設出張窓口開設（一般市民対象） 

    ・地区市民センターへの出張窓口開設（一般市民対象） 

    ・本庁窓口にて年間１８回のマイナンバー受付日曜窓口を開設 

  ・マイナンバーカードマンによる啓発活動（広報連載記事、ポスティングチラシ

へ の掲載、新聞等での啓発） 

 

４．夜間窓口縮小について 

   夜間窓口については午後７時までに集中し、午後７時～午後８時の利用者が０人の 

時もあることなどから、時間縮小とさせていただきます。  



令和 2年 3月 23日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課 係 名 スポーツ課 

担当者名 松林 
電話番号 0598-53-4400 

１．発表事項 

「みえ松阪マラソン 2020」エントリー開始について 

 

２．内容 

令和 2年 12月 20日(日)開催の三重県唯一となるフルマラソン大会「みえ松阪マラソン」

の先行エントリーを 4月 29日(水・祝)から開始します。 

第 15回松阪シティマラソン申込者や松阪市民を対象とした 5つの先行エントリーを順次

開始し、全国各地から合計 1万人程度の参加者をお迎えします。 

大会当日は、42.195km の「フルマラソンの部」のほかに、ファンランとして、2.9km の

「ニクの部」と 10km の「ジュージューの部」、応援ウォークとして 7.4km の「牛歩の部」

を実施します。 

 

３．募集期間 

・先行エントリー枠(松阪ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ申込者、市民先行、ﾌ ﾚ゚ﾐｱﾑ、お土産付き、宿泊付き) 

令和 2年 4月29
ニク

日(水・祝)11
イイ

時29
ニク

分～5月 1 4
ｼﾞｭｰｼｰ

日(木) 11
イイ

時29
ニク

分 

 （※宿泊付きエントリーのみ5月14日(木)11時29分～5月27日(水)11時29分） 

・一般エントリー枠 

令和 2年 5月29
ニク

日(金) 11
イイ

時29
ニク

分～7月29
ニク

日(水) 11
イイ

時29
ニク

分 

 

４．種目・定員 

 ・マラソンの部(42.195km) ：7,000人 

・ニクの部(2.9km) ： 1,000人 

・ジュージューの部(10km) ：2,000人 

・牛歩の部(7.4km) ：500人 

 

５．開催日 

令和2年12月20日(日) 

 

６．会場 

マラソンの部：クラギ文化ホール前 スタート 松阪市総合運動公園 フィニッシュ 

ニクの部・ジュージューの部：松阪市総合運動公園 スタート・フィニッシュ 

牛歩の部：クラギ文化ホール前 スタート 松阪農業公園ベルファーム フィニッシュ 

 

７．主催 

 みえ松阪マラソン実行委員会 

 

８．参考資料 

別紙(みえ松阪マラソン 2020募集要項)のとおり。 



令和２年３月２３日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名  建築開発課  

担当者名 関岡、浅井 

電話番号 0598-53-4187 

 

１．発 表 事 項 令和 2年 4月 1日に開発許認可等の権限が三重県から松阪市 

           に移譲されます。 

 

２．目的         都市計画法に基づく開発許認可制度は、都市施設及び市街化整備 

に関する都市計画の他の制度とともに、地域の重要な行政課題であ 

るまちづくりと密接な関係を有しており、地域の住民に一番近い自

治体である市町において、開発許可事務を執行することによって、

事務の迅速化及び適切な運用による住民サービスの向上を図り、地

域に密着したより地域にふさわしい、主体的なまちづくりを進めま

す。 

      

３．経緯        地方分権における動きの中で、令和２年４月１日に市が権限移譲

を受けることとなり、平成 30年度から三重県に職員を 1名派遣し

人事交流を実施しています。 

令和元年９月三重県議会において、「三重県の事務処理の特例に関

する条例」の条例改正が行われ、併せて市も条例の制定及び改正、

それに伴う規則等の制定、及び、都市計画法施行細則等、権限移譲

により必要となるものの制定等を行い、権限移譲に向けた準備を行

ってきました。 

 

４．業務内容      これまで三重県が行っていた開発許認可を松阪市に権限移譲し、

「都市計画法に基づく開発許可等の審査、処分」、「工事完了検査」、

「違反行為に対する監督処分」等の都市計画法に基づく業務を行い     

ます。 

 市街化調整区域に関する都市計画の決定（線引き）の際、一戸建

て専用住宅等が存在していたことが明らかな指定既存集落内の土地

において、一定の要件を満たす場合に一戸建て専用住宅の建築が可

能となります。 

      

５．周知               令和２年４月１日に、松阪市に開発許認可等の権限移譲がされる             

           ことについては、既に、広報まつさか２月号等で周知をしており、 

その詳細については、ホームページでご覧いただくことができます。 

  また、関係団体等への周知も行っています。 

 



令和 2年 3月 23日 

報道機関各社 御中 
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１．発表事項 

市民意識調査（3,000人アンケート）中間報告（速報値） 

 

２．内容 

本市では、総合計画に基づき市政運営を進めていますが、令和 2 年度を初年度とする計

画を策定するにあたり、市民の皆様ご自身の暮らしや考え方、市政に対する意識、また、

市政の課題について把握し、今後のまちづくりを進めていくための基礎資料にするために

調査を実施し、その調査結果の速報値を抜粋したものをまとめました。 

 

３．調査概要 

①調査地域  松阪市全域 

 ②調査対象  松阪市に在住する 15歳以上の方 

 ③送付者数  3,000人 

 ④抽出方法  住民基本台帳からの無作為抽出 

        （旧市町の地域別で按分し、年齢別・男女別で抽出） 

 ⑤配布方法  郵送配布、郵送回収 

 ⑥調査期間  令和 2年 2月 4日（火）～2月 21日（金） 

 ⑦完成予定  令和 2年 5月 29日（金） 

 

４．回収結果 

①送付者数 3,000人 

②質 問 数 136問 

③回 収 数 1,554人 

④回 収 率 51.8％ 

 

５．調査結果（中間結果） 

 別紙のとおり 

 

６．参考 

過去の「市民意識調査」結果 

 

＜平成 30年度＞ ＜平成 29年度＞ 

①送付者数 3,000人 ①送付者数 3,000人 

②質 問 数 91問  ②質 問 数 181問 

③回 収 数 1,562人 ③回 収 数 1,330人 

④回 収 率 52.1％ ④回 収 率 44.3％ 

 


