令和2年度当初予算主要施策一覧
政策

施策
①子育て支援の推進

①子育て支援の推進

①子育て支援の推進

事業名

内容

こども支援課職員を児童相談所へ派遣する。
一般職員給【児童相談所（県）への職員 派遣期間：2年間（R2.4.1～R4.3.31）

派遣】

病児病後児保育事業

放課後児童クラブ活動事業補助金

保育園、幼稚園、小学校等に通園中の児童等で病気の回復に至らない場合等に当該児童を一時的に保
育する「病児・病後児保育事業」を医療機関（２施設）に委託し、実施する。（多気町・明和町・大
台町と広域対応支援事業）。
また、新たに保育園で保育中に体調不良となった園児について、緊急対応できない保護者の要請を
受け、病児・病後児保育施設の看護師等が保育園まで送迎し、併設医療機関で受診後、病児・病後児
保育を行う「病児・病後児送迎事業」を医療機関（医療法人 安田小児科内科）に委託し、実施す
る。
事業運営委託料 28,074千円 ほか
［委託先］医療法人 おおはし小児科
医療法人 安田小児科内科
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とし、放課後や長期休業期に遊び及び生活の場
を与え、健全な育成を図る事業であり、事業実施のために地域の放課後児童クラブへ補助を行う。
事業費補助金 320,312千円
国庫補助対象 児童数10人以上かつ開所日数250日以上のクラブ 32クラブ
児童数10人以上かつ開所日数200日以上250日未満のクラブ 8クラブ
（10人未満の場合、厚生労働大臣の承認がある場合は国庫補助対象）
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とし、放課後や長期休業期に遊び及び生活の場
を与え、健全な育成を図る。
修繕料 3,030千円 会計年度任用職員報酬 3,736千円 ほか

①子育て支援の推進

放課後児童クラブ活動事業費

②未就学児への支援

ワンモアベイビー支援として、市内の特定教育・保育施設である新制度移行の私立幼稚園に通う園児
私立幼稚園ワンモアベイビー支援補助 が、18歳未満の兄姉がいる第3子以降である時、幼稚園が副食材料費について免除する場合、月額
4,500円を上限に補助する。
金など
［交付先］まつさか幼稚園

②未就学児への支援

平成31年4月から3歳児保育を開始したことにより児童が急増した鎌田幼稚園では、現在、遊戯室を保
育室として兼用し運営しているなか、隣接する第四公民館が令和2年3月に移転することから、遊戯室
として改修を行う。
委託料 5,841千円、工事請負費 47,960千円

輝く子どもたち

鎌田幼稚園遊戯室改修事業費

私立保育園の円滑な運営に資するため、保育園の施設運営に要する経費の一部と保育士業務の負担軽
減等を図るために必要な事業等に対して補助する。
［交付先］私立保育園
・定員割＋児童割
98,783千円（交付先15園（全園））
・勤続報奨金
4,980千円（交付先15園（全園））
・就職準備金
2,000千円（交付先15園（全園））
・ワンモアベイビー支援
4,725千円（交付先15園（全園））
・ICT化推進補助金
3,750千円（交付先5園）
・保育士宿舎借り上げ支援
4,428千円（交付先3園）
・保育体制強化
8,400千円（交付先7園）
・保育補助者雇上強化
31,612千円（交付先7園）

②未就学児への支援

私立保育園管理運営事業費補助金

③学校教育の充実

昭和46年、47年建築の校舎は、経年により老朽化が進んできたことから、大規模改造による長寿命化
を図る。
嬉野中学校校舎大規模改造事業費・共 校舎 RC造3階建 1,464㎡（S46）
校舎 RC造3階建 2,907㎡（S47）
同学校事務室
R2
実施設計
R3-5 大規模改造工事

③学校教育の充実

原田二郎奨学金給付事業費

社会に貢献する有為な人材を育成するため、選考委員会による公平・公正な選考を行い、奨学生への
奨学金給付を行う。
奨学金 1,200千円（10千円×12か月×10人）
委員 7人
委員会 年1回開催

令和2年度当初予算主要施策一覧
政策

施策

事業名

③学校教育の充実

いじめ等対策事業費

③学校教育の充実

大学誘致等基礎調査事業費

③学校教育の充実

教育委員会事務局一般経費（学校規模
適正化等検討委員会）

輝く子どもたち

①健康づくりの推進

②生涯スポーツの推進

母子保健事業費

みえ松阪マラソン事業費

いつまでもいきい
きと
②生涯スポーツの推進

水道事業会計繰出金

⑤高齢者福祉の推進

認知症高齢者等個人賠償保険事業費

⑤高齢者福祉の推進

成年後見サポート事業費

⑥障がい者福祉の推進

障害者日常生活用具給付等事業費

内容
いじめ防止基本方針に基づき、いじめ等の問題行動の未然防止とともに、早期発見、早期対応に努め
るため、学級満足度尺度調査（QU）の実施、ハートケア相談員を中学校区への派遣、各中学校に不登
校対策委員会を設置し、不登校の予防や適切な対応について、組織体制の再構築、個別支援シートの
作成等の充実を図る。そして、新しく不登校児童生徒支援員を設置し、児童生徒・保護者に対して、
不登校のみならず、子育てや家庭教育についての相談窓口を開設し、保護者に寄り添った支援を行
い、困難を抱えた家庭に対する訪問型支援の充実に取り組む。
報酬 17,199千円、消耗品費 2,254千円
大学等を誘致することの可能性について基礎資料を整理し、誘致等にあたっての課題等を提示するこ
とを目的に基礎的な調査を行う。
大学等誘致の基礎調査委託 2,500千円
事務局運営に係る一般経費
会計年度任用職員報酬 4,246千円、消耗品費

1,830千円

ほか

母子保健法等に基づく母子の健康管理事業、子育て支援事業に係る経費
母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、訪問指導の実施、産後ケア事業、不育症治療費助成の周知な
ど、健康センターはるるを拠点に妊娠から出産・子育てまで途切れなく支援する松阪版ネウボラの推
進。多くの方が参加できるよう健康センターはるるにおいて、土曜、日曜開催の事業を実施してい
る。保育園・幼稚園以外にも小学校でのフッ化物洗口事業を実施。令和元年度より産婦健康診査を実
施。
医療機関委託料 146,265千円、消耗品費 1,310千円 ほか
三重県で唯一となるフルマラソン「みえ松阪マラソン」を開催し、全国各地から約1万人のランナーや
その家族を招き入れ、地域の団体、企業をはじめ多くのボランティアの参加によりおもてなしや沿道
での応援など、市民や地域が一つになって大会を盛り上げ、交流人口の増加や観光客の誘客などス
ポーツと連動したまちづくりを進める。
負担金 60,000千円 ほか
［交付先］みえ松阪マラソン実行委員会
水道事業会計繰出金
統合水道建設改良事業
34,671千円（飯南企業債償還元金の2分の1）
統合水道建設改良事業
5,017千円（飯南企業債償還利子の2分の1）
統合水道建設改良事業
52,589千円（飯高企業債償還元金の2分の1）
統合水道建設改良事業
7,506千円（飯高企業債償還利子の2分の1）
児童手当に要する経費
1,832千円
松阪の水のボトルドウォーター作製に要する経費 1,601千円
高齢化の進展により、認知症の高齢者が事故を起こしたり第三者に損害を与えるトラブルの増加が社
会問題となっている。市が損害賠償責任保険に加入し、あらかじめ保険加入登録をしている認知症の
人が事故を起こしたときに、被害者及び当事者に保険金を給付する。
賠償補償保険料 700千円 ほか
成年後見に関する相談窓口として「成年後見センター」を設置する。成年後見制度の啓発・相談・申
立申請の支援を行う。
地域生活支援事業のうち、日常生活用具の給付を行う。

令和2年度当初予算主要施策一覧
政策

施策

③林業の振興

事業名

内容

森林資源の循環利用に向け、生産性向上を図る為の森林施業団地集約化や林内路網等の基盤整備を進
めるとともに、木材の需要拡大に向けた高付加価値木材製品の生産体制の構築に対する支援を行うこ
とで森林整備を促進する。
・境界の明確化事業
150ha×（45,000円／ha×1／2以内）＝3,375,000円
・利用間伐促進事業
15,000立方㍍×340円／立法㍍＝5,100,000円
いきいき松阪の森づくり事業補助金（高 ・担い手育成事業
架線集材技術研修費20,000円×60日×1／2＝600,000円
付加価値木材製品生産体制構築事業）
架線集材用資材費
800,000円×1／2＝400,000円
・林内路網整備事業
45,000,000円×1／3＝15,000,000円
・林福連携等による広葉樹の苗木生産モデル事業
（290,000円＋710,000円）×1／2＝500,000円
・高付加価値木材製品生産体制構築事業
1,800,000円

国際交流員（CIR）活用事業費

JETプログラムを通じて国際交流員（CIR）を雇用し、外国人をターゲットとした観光情報の発信。
松阪ブランディングのほか、市内の観光事業者の支援を実施する。また、国際交流事業や、多文化
共生事業の業務支援を行う。
会計年度任用職員報酬
1,960千円
旅費（研修等）
148千円
消耗品費
40千円 ほか

⑦観光・交流の振興

まち歩き促進事業費

豪商のまち松阪観光交流センターを中心としたまち歩きの促進を図るため、観光案内看板等の整備を
進めるとともに、市駐車場トイレの改修を行う。
市街地観光案内看板修繕等 1,142千円
看板設置業務委託
907千円 ほか

⑧地域ブランドの振興

ふるさと特産品PR事業費（クラウドファ 贈呈し、松阪市の魅力を発信する。
ンディング）
報償費（お礼の品） 505,000千円 ほか

活力ある産業
⑦観光・交流の振興

ふるさと納税制度（応援寄附金）を活用して、松阪市に思いを寄せていただく全国の方々に特産品を

③文化の振興

松浦武四郎記念館施設整備事業費

人と地域の頑張
る力
③文化の振興

文化財センター施設整備事業費

①交通安全対策の充実

道路事故対策白線等整備事業費

③防災・危機管理対策の充実
安全・安心な生活

③防災・危機管理対策の充実

一般木造住宅耐震補強等事業費補助
金

開館から25年以上経過した松浦武四郎記念館について、展示室等施設のリニューアルを行う。
令和2年度は、リニューアルに係る設計を行う。
設計業務委託 23,000千円
旧長谷川家資料を含む市内の指定文化財等（文書・書籍・生活道具・美術工芸品等）を整理、展示、
収蔵できる施設が必要であり、新たに文化財センターはにわ館の補完施設として収蔵庫を建設するた
め設計委託を行う。
また、はにわ館が博物館施設として機能を維持していくために、老朽化した空調設備更新等の整備を
行う必要があり、その整備のため設計委託を行う。
委託料
収蔵庫設計業務委託料 34,800千円
はにわ館空調設備整備等設計業務委託料 20,000千円
事故多発路線や交差点の安全性を向上させるため、区画線や道路標示等を整備する。
工事請負費 110,000千円
昭和56年5月31日以前に建築された一般木造住宅で、耐震診断を受け耐震補強が必要と判断された木造
住宅の補強設計及び工事や除却工事に対し一部補助を行う。また、耐震補強工事と同時にリフォーム
工事を実施する場合にも補助を行う。
［交付先］耐震補強設計・工事（リフォーム）を実施する者
耐震補強工事補助 1,100千円×10戸
11,000千円
耐震補強設計補助
80千円×10戸
800千円
リフォーム工事補助 200千円×10戸
2,000千円
除却工事補助
300千円×200戸
60,000千円

空家等に関する対策を、空家等対策計画に基づき、総合的かつ計画的に推進していく。また、空家等
の対策について、広く有識者等から専門的かつ客観的な意見を聞くために設置している空家等対策協
議会の運営を行う。
空家等対策事業費（まちなか空家利活 ・報酬（空家等対策協議会 委員7人、年3回開催予定）
126千円
用制度）
・印刷製本費（空家無料相談会、啓発用チラシ、ポスター等）
657千円
・委託料（空家所有者等調査業務委託等）
3,870千円 ほか

令和2年度当初予算主要施策一覧
政策

施策

ごみ処理事業費

②資源循環型社会の推進

ごみ減量対策事業費

ごみ減量・分別等の啓発に伴う事業
松阪市リサイクルセンターを活用した事業を行うとともに、ポスター募集やごみ減量啓発イベント
などを行い、ごみ減量や3Rについて周知を図る。市民への３R意識向上のための講座や交流活動、団体
育成の支援を行う。
消耗品費 1,200千円、印刷製本費 8,675千円 ほか

③地域公共交通の充実

高齢者による交通事故を防止するため、高齢ドライバーにドライブレコーダーが装備された教習車を
運転していただき、ドライブレコーダーで自分の運転状況を記録し、自動車教習所の教習指導員から
高齢ドライバー運転能力自己診断事業 運転のアドバイスを受けながら、その記録映像を確認することで自分の運転を見直すことができる
「運転能力自己診断」を実施する。
費
対象：75歳以上
委託料 500千円

⑦中山間地域の振興

⑦中山間地域の振興

①計画的な行政運営

①計画的な行政運営

市民のための市
役所

内容
ごみの処理事業に係る経費
消耗品費 1,010千円、燃料費（公用車ガソリン、軽油代） 1,625千円、手数料 2,659千円、施設維
持管理等委託料 334,102千円 ほか

②資源循環型社会の推進

快適な生活

事業名

地域おこし協力隊活動事業費

若者・子育て世代を中心に、田舎への移住を考えてみえる方等に、中山間地域の暮らしや魅力を発信
する。また、受け皿となる地域や学校と連携しながら、移住・定住を促進する活動を行う地域おこし
協力隊の報償費。
活動に伴う報償費：1月当り166,650円

過疎地域魅力アップ整備事業費

高見山地、台高山脈、富士見ケ原等、香肌峡の豊かな自然環境を整備・PRし、交流人口の増加を図
る。
まつさか香肌イレブン高見山地他縦走ルート・周回ルート調査整備 2,231千円
富士見ケ原整備
700千円
香肌峡PR用看板 2,265千円 ほか

庁舎等整備事業費

・庁舎本館駐車場ライン修繕
・庁舎本館公用車駐車場ライン修繕
・庁舎本館臨時駐車場ライン修繕
・庁舎北側敷地駐車場整備修繕
・本庁舎議会棟外壁修繕
・庁舎本館非常用発電装置部品交換修繕
・庁舎本館非常用発電装置蓄電池取替修繕
・庁舎第二分館空調設備修繕
・庁舎本館おもいやり駐車場屋根設置工事

戸籍住民基本台帳一般経費

戸籍住民基本台帳一般経費
システム借上料 18,772千円、システム保守委託料
費 4,104千円 ほか

11,499千円、その他委託料

4,584千円、報償

税務証明交付事業費

税務証明の交付業務に係る経費
改ざん防止用紙 111千円、呼出番号モニター表示システム借上料
321千円 ほか

総合計画策定事業費

令和2年度を初年度とする総合計画を策定する。市民3,000人を対象とした市民意識調査の実施。ま
た、総合計画審議会を設置し、総合計画に必要な事項について市長の諮問に応じて審議しその結果を
市長に答申する。
総合計画審議会委員報酬 980千円
市民意識調査業務委託 2,728千円
総合計画デザイン印刷 3,989千円 ほか

③健全な財政運営

公共施設マネジメント推進事業費

本市が保有する公共施設の老朽化が著しい状況にあり、将来負担を次世代に先送りすることなく、健
全で持続可能な行政経営をしていくため、施設経営の視点に立ち、公共施設マネジメントに取り組ん
でいく。
公共施設マネジメントシステム導入業務委託 4,972千円 ほか

③健全な財政運営

一般職員給、各事業内報酬、職員手当 賃金→給与、報酬＋期末手当、通勤手当
等、旅費

①計画的な行政運営

①計画的な行政運営

非常勤職員→会計年度任用職員、

170千円、レジスター借上料

