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目的と性格 

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～』の平成

23 年度～平成 25 年度版（以下前総合計画）については、その計画期間を終えまし

た。 

前総合計画にもとづいて策定された実施計画において、各施策の主な事業として

位置づけられたものの実績を、前総合計画の振り返りとして施策体系別に取りまと

めました。 

 

期間と対象事業 

対象期間は前総合計画の基本計画の期間と合わせ、平成 23 年度～平成 25 年度の

3 年間とします。また、対象事業は基本計画の各施策における事業の中で、主要と

なる事業とします。 

 

本書の見方 

①事業費の単位は、千円です。 

②平成 23 年度～平成 25 年度の事業実績を掲載しています。 

③各施策名の前に【重】とあるのは、基本計画で重点施策に位置づけられた施策

を示します。また、【主】は主要施策に位置づけられた施策を示します。 

④事業名が空欄の施策は、具体的な事業がない場合を示します。この場合、施策

に関する取組として実施している内容を記載しています。 

⑤基本計画で数値目標を掲げている施策については、平成 23 年度末から目標達

成年度である平成 25 年度末までの各年度における目標を記載しています。ま

た、（ ）内には、その目標に対する実績を記載しています。 
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事業概要 

前総合計画における実施計画掲載事業数は 316 事業で、平成 23 年度から平成 25

年度における事業費の合計は 55,839,412 千円です。 

 

（単位：千円） 

 政  策 施   策 事業数 事業費 

1 医療・福祉 

救急医療        病院経営（市民病院） 

健康づくり       地域福祉 

高齢者福祉       障がい者福祉 

38 25,764,815 

2 子育て・教育 

子育て支援       保育園・幼稚園 

学校教育        青少年育成・生涯学習 

人権教育        文化振興 

スポーツ振興      学校給食 

77 4,122,914 

3 連携と交流 

地域自治活動および市民活動 

人権の尊重 

男女共同参画社会の形成 

地域公共交通      観光・交流 

都市計画        景観づくり 

39 1,279,581 

4 産業振興 

農業          林業 

水産業         商工業・企業立地 

雇用・勤労者福祉、消費生活 

競輪 

60 2,004,816 

5 生活・環境 

交通安全        防災 

消防・救急・救助    防犯 

環境          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 

84 21,535,013 

6 行政経営 

行政システムの確立   人材育成 

広報広聴 

情報公開および個人情報の保護 

自主財源の確保 

18 1,132,273 

  計 316 55,839,412 
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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 
（単位：千円） 

 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 

[重] 医療機器と施設設備の整備 

[主] 関係機関との連携強化 

[主] 救急医療の適正利用 

 7 406,988 

2 
病院経営（市民

病院） 

[重] 医師、看護師等の確保 

[重] 医療機器および建物設備の整備 

[重] 病院経営の改善 

[主] 臓器別診療の充実（センター化構想） 

[主] 休止病床の活用の検討 

[主] 感染症対策の充実 

[主] 地域医療機関との連携強化 

[主] 災害時における初期救急医療体制の充実 

2 1,626,264 

3 健康づくり 

[重] 市民の健康づくり活動の推進 

[重] 女性特有のがん検診受診率の向上 

[主] 感染症予防の推進 

[主] 母子保健事業の推進 

[主] 健康増進事業の推進 

[主] 保健活動拠点の確保 

 8 2,560,312 

4 地域福祉 

[重] 地域福祉活動の支援 

[重] 地域福祉計画の推進 

[重] ボランティア活動の支援 

[主] 地域の見守り活動の推進 

[主] 交通バリアフリーの推進 

[主] 福祉意識の高揚 

[主] 就労支援の推進 

 7 13,966,020 

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 

[重] 認知症サポーターの養成 

[重] 高齢者安心見守り隊の育成 

[主] 地域包括支援センターの充実 

[主] 介護予防いきいきサポーターの養成 

 4 499,742 

6 障がい者福祉 

[重] 療育相談支援体制および拠点整備 

[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 

[主] 相談支援システムの整備 

[主] コミュニケーション支援の充実 

[主] 障がいに関する正しい理解の促進 

10 6,705,489 

  計 38 25,764,815 





263

平成25年度

休日・夜間における一次
救急患者の受入れ体制
の確保

4,902

休日・夜間における一次
救急患者の受入れ体制
の確保

休日・夜間における一次
救急患者の受入れ体制
の確保

4,902 4,902

休日・夜間における一次
救急応急診療の実施

休日・夜間における一次
救急応急診療の実施

休日・夜間における一次
救急応急診療の実施

平成25年度平成23年度

平成24年度

34,665 34,452 34,524

-

平成23年度

5,250

三病院の輪番制による二
次救急医療体制の実施

三病院の輪番制による二
次救急医療体制の実施

三病院の輪番制による二
次救急医療体制の実施

小児医療体制再編による
小児科二次救急医療体
制の実施

小児医療体制再編による
小児科二次救急医療体
制の実施

小児医療体制再編による
小児科二次救急医療体
制の実施

12,812 12,760 12,786

松阪市健康フェスティバ
ルと同時に、救急医療を
考える集いを開催

松阪市健康フェスティバ
ルと同時に、救急医療を
考える集いを開催

松阪市健康フェスティバ
ルと同時に、救急医療を
考える集いを開催

666 772 774

健康ほけん部健康推進課

健康ほけん部健康推進課

平成24年度

【主】関係機関との連携強化

5

病院群輪番制病院運営費補助金

診療時間外における重症患者等の受
入体制について、輪番制により年間を
通じ実施する二次救急医療体制運営
事業に対する補助金。

平成23年度 平成24年度

4

飯南眼科クリニック医療機器整備事業

診療所の計画的な医療機器更新によ
り、過疎地域等の医療確保を図る。

平成23年度

診療所の計画的な医療機器更新によ
り、過疎地域等の医療確保を図る。

-
視力検査機器（屈折診
断、遠視、近視、乱視測
定用）の更新

- -

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

健康ほけん部健康推進課

健康ほけん部健康推進課

　施策１-１　救急医療

【重】一次救急医療体制の充実

1

一次救急医療体制事業

診療時間外の一次救急患者の受け入
れ体制を確保するとともに、医療への
適正受診を推進することにより、安心
できる救急医療体制の整備に努める。

平成23年度

健康ほけん部健康推進課

平成25年度平成24年度

2

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。

平成23年度

【重】医療機器と施設設備の整備

3

飯高診療所医療機器整備事業

平成24年度

77,676 76,333

健康ほけん部健康推進課

健康ほけん部健康推進課

78,623

飯高歯科診療所医療用
機器の更新

森・飯高歯科診療所で老
朽化した医療機器の更新

森診療所で老朽化した医
療機器の更新

2,228 7,698

6

小児救急輪番制運営事業補助金

小児医療体制再編により実施する小
児科二次救急医療体制運営事業に対
する補助金。（交付先：松阪中央総合
病院）

平成23年度

【主】救急医療の適正利用

平成24年度

7

救急医療を考える集い事業

広く市民に対し、救急医療及び救急業
務のあり方について啓発を行うと同時
に、応急手当等の参加体験型の訓練
を行い、意識啓発と知識の普及を図
る。

平成24年度

6



平成24年度

13,606 19,843

平成24年度

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

平成25年度

平成25年度

市民病院事務部

41名（41名） 45名（47名）

260名（264名）

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

154,420 165,575 161,831

市民病院医療機器の整
備

市民病院医療機器の整
備

市民病院医療機器の整
備

66,003

平成25年度

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。

－ 3,128

157,283

221名（217名） 234名（238名）

426,919 214,989

平成25年度末

51名（46名）

　施策１-２　病院経営（市民病院）

平成25年度

平成25年度

市民病院事務部

市民病院事務部

平成23年度

平成23年度

【重】医師、看護師等の確保

8

項　　　　　　　　目

医師数

看護師数

新規医療機器購入及び耐用年数超過
医療機器の更新を行う。

平成24年度

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

平成24年度平成23年度

【主】臓器別診療の充実（センター化構想）

12

1,439

医療スタッフの充足等勘
案しながら活用方法の検
討

医療スタッフの充足等勘
案しながら活用方法の検
討

休止病床50床のうち14床を
急性期病床として稼働開
始。残りは医療スタッフの充
足等を勘案し時期を検討。

－

【主】休止病床の活用の検討

13 松阪地区における病床の需要関係や
医療スタッフの充足等勘案しながら活
用方法を検討する。

医師（専門医）の確保に取り組む。

平成23年度

市民病院事務部

10

建物附帯施設整備事業

老朽化した建物附帯設備を更新する。

平成23年度

市民病院事務部

平成25年度

市民病院事務部

平成24年度

建設附帯設備の整備 建設附帯設備の整備 建設附帯設備の整備

112,224

経営分析、設備更新、診
療報酬改定等の対応を
図る

経営分析、設備更新、診
療報酬改定等の対応を
図る

経営分析、設備更新、診
療報酬改定等の対応を
図る

－ － －

11

92,236

9

医療機器更新事業

平成24年度

【重】医療機器および建物設備の整備

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度末 平成24年度末

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」を実施する。

【重】病院経営の改善

平成23年度

7



休日検診や託児付き検
診の実施、女性特有のが
ん検診の啓発等

264,872 274,969 286,469

平成25年度

23.7％（20.6%） 25％（24.8%） 25％以上（27.6%）

21.9％（21.7%） 24.2％（22.1%）

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

25%以上（27.1%） 28%以上（26.0%） 30％以上（27.5%）

平成25年度平成24年度

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

【重】女性特有のがん検診受診率の向上

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

118 166

4,746 498

災害派遣チームの派遣
体制整備、災害訓練の実
施及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
施及び災害時における備
品等の整備

18

健康診査事業

平成23年度

住民協議会や健康づくり
団体、学校等と連携した
計画の推進、健康ウォー
キングの開催

2,823

平成23年度

災害派遣チームの派遣
体制整備、災害訓練の実
施及び災害時における備
品等の整備

29,874

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

健康づくり推進事業

新たに策定された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
慣の獲得を重点的に取り組む。

平成23年度

項　　　　　　　　目

40～64歳で、1回30分以上の運動を週2回以
上実施し、1年以上継続している人の割合

子宮頸がん検診受診率

乳がん（マンモグラフィ）検診受診率

若年層への受診啓発に取り組むととも
に受診しやすい体制づくりに努める。
平成21年度より女性特有のがん検診
(乳がん・子宮がん）、平成23年度より
大腸がん検診の節目年齢の無料検診
を継続実施する。

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）、東北大
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。

平成24年度

健康ほけん部健康推進課

健康ほけん部健康推進課

平成25年度

　施策１-３　健康づくり

【主】災害時における初期救急医療体制の充実

16

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

市民病院事務部

15

二次救急医療体制の維持並びにピン
クリボン活動、予約センターの充実、臨
床懇話会、市民公開講座の開催等に
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。

市民病院事務部

平成25年度

地域の病院、診療所との
連携強化に係る各種取
組の実施

272

平成23年度

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。

平成24年度

平成23年度

【主】地域医療機関との連携強化

市民病院事務部

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

143 201 750

【主】感染症対策の充実

14

25％以上（22.1%）

2,471 2,260

女性特有のがん検診の
啓発等

休日検診や託児付き検
診の実施、女性特有のが
ん検診の啓発等

平成25年度

【重】市民の健康づくり活動の推進

17

平成24年度

平成24年度

地域の健康づくり団体や
学校等と連携した計画の
推進、健康ウォーキング
の開催

住民協議会や健康づくり
団体、学校等と連携した
計画の推進、健康ウォー
キングの開催

8



不育症治療を受けた夫
婦に対する治療費の一
部助成

- - 0

平成25年度

健康ほけん部健康推進課

「A類疾病」、「B類疾病」
に関する予防接種の実
施

503,006 407,474 332,647

平成25年度

平成25年度

【主】健康増進事業の推進

22

健康教育事業

平成25年度

平成25年度

母子健康手帳の交付、各
種健診、訪問指導、相談
の実施

4,305

平成24年度

母子健康手帳の交付、妊婦・乳幼児健
康診査、訪問指導、育児サークル活動
支援、妊婦や乳幼児に関する各種相
談等を実施する。

平成23年度

平成23年度

平成24年度

平成24年度

不育症治療費補助金

155,257

- -
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
部を助成する。

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（健康フェス
ティバル等）を実施する。

平成23年度

24

新・健康センター建設事業

健康センターに求められる機能を把握
するとともに、市民の意見の把握に努
め、今後の施設のあり方について検討
を進める。

- -

平成24年度

- -

【主】感染症予防の推進

予防接種法に基づく定期予防接種を
医療機関委託にて実施するとともに子
宮頸がん予防、ヒブ、小児肺炎球菌ワ
クチン接種事業を継続実施する。

平成23年度

【主】母子保健事業の推進

20

母子保健事業

161,133

23

健康相談事業

健康ほけん部健康推進課

健康ほけん部健康推進課

4,036 4,956

平成24年度

各種相談等の実施 各種相談等の実施 各種相談等の実施

678 728 513

施設のあり方についての
検討、建設地決定、駐車
場用地取得、公開設計競
技実施

平成23年度

健康ほけん部健康推進課

健康ほけん部健康推進課

母子健康手帳の交付、各
種健診、訪問指導、相談
の実施

母子健康手帳の交付、各
種健診、訪問指導、相談
の実施

平成25年度

各地区健康講座、教室事
業、イベント啓発事業等
の実施

各地区健康講座、教室事
業、イベント啓発事業等
の実施

各地区健康講座、教室事
業、イベント啓発事業等
の実施

【主】保健活動拠点の確保

成人健康相談、各地区健康相談等を
実施する。

平成23年度

19

予防接種事業

平成24年度

健康ほけん部健康推進課

149,665

21

「一類疾病」、「二類疾病」
に関する予防接種、子宮
頸がん予防、ヒブ、小児
肺炎球菌ワクチンの実施

「一類疾病」、「二類疾病」
に関する予防接種、子宮
頸がん予防、ヒブ、小児
肺炎球菌ワクチンの実施

2,050

9



平成25年度

平成25年度

平成25年度

福祉部福祉ささえあい課

福祉部福祉ささえあい課

【重】地域福祉計画の推進

26

地域福祉計画策定事業

策定された地域福祉計画をもとに地域
福祉を推進し、地域住民や住民協議
会など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。

平成23年度

平成23年度

27

隣保館施設整備事業

隣保館の老朽化等による設備改修等
を行い、利用する住民が安全・安心・
快適に利用できる施設を目指す。

11,230 11,411

福祉部福祉ささえあい課

平成24年度

11,996

地域福祉に関わる団体
が協働して実践プランの
推進を図る

0

平成24年度

【重】地域福祉活動の支援

25

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。

　施策１-４　地域福祉　

【重】ボランティア活動の支援

28

-
地域福祉計画実践プラン
を策定

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。

- 2,092

平成23年度

福祉部福祉ささえあい課

-

第一隣保館（高圧設備改
修、空調設備改修等）、
中原文化センター（下水
接続、浄化槽解体工事）

第一隣保館屋上防水改
修工事

-

松阪市社会福祉協議会
への助成

5,019 5,241 5,241

松阪市社会福祉協議会
への助成

松阪市社会福祉協議会
への助成

松阪市社会福祉協議会
への助成

11,223 5,533

平成24年度

平成25年度

民生委員児童委員の職
務に関する連絡等の事
務局一般経費

15

平成25年度

平成25年度

福祉部福祉ささえあい課

平成24年度

平成24年度平成23年度

平成23年度

松阪市社会福祉協議会
への助成

松阪市社会福祉協議会
への助成

民生委員児童委員の職
務に関する連絡等の事
務局一般経費

民生委員児童委員の職
務に関する連絡等の事
務局一般経費

【主】交通バリアフリーの推進

30

バリアフリーのまちづくり活動事業

バリアフリーのまちづくりに向けて啓発
活動を実施し、バリアフリー推進体制
の強化を図る。

平成23年度

29

民生委員児童委員事業

松阪市民生委員児童委員協議会連合
会事務局の一般経費。

16 4

現地調査及び会議の開
催

現地調査及び会議の開
催

福祉部福祉ささえあい課

現地調査及び会議の開
催

164 72 27

平成24年度

10



【主】就労支援の推進

32

就労支援相談員による相
談の実施

就労支援相談員による相
談の実施

就労支援相談員による相
談の実施

認知症サポーターの養成

生活保護扶助費の支給、
生活保護受給世帯の自
立に向けての指導、助言
等

生活困窮世帯への生活保護適用につ
いて、相談、助言、調査等を行う。

高齢者安心見守り隊の育成

生活保護扶助費の支給、
生活保護受給世帯の自
立に向けての指導、助言
等

　施策１-５　高齢者福祉

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成25年度末

31

3,990

200回（192回）

福祉部保護課

健康ほけん部介護高齢課

健康ほけん部介護高齢課

平成25年度

平成25年度

10,000人（10,581人） 13,000人（12,049人） 15,000人（14,211人）

500人（601人） 900人（696人） 1,000人（775人）

平成24年度

【重】二次予防対象高齢者に対する介護予防教室の開催

34

二次予防対象高齢者施策事業

任意事業費

35

平成23年度

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。

平成23年度

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し、通所によ
る集団的な予防事業を実施する。

【重】認知症サポーターの養成

平成23年度末 平成24年度末

33
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。

項　　　　　　　　目

二次予防対象高齢者に対する介護予防教室の開催

1,975

平成23年度

3,108

200回（269回） 220回（213回）

平成24年度 平成25年度

福祉部福祉ささえあい課

【主】福祉意識の高揚

地域福祉の高揚を図るため、様々な事
業展開を行う、松阪市社会福祉協議
会に対し、助成を行う。

164,786 172,995 167,915

松阪市社会福祉協議会
への助成

松阪市社会福祉協議会
への助成

松阪市社会福祉協議会
への助成

平成23年度

生活保護扶助費の支給、
生活保護受給世帯の自
立に向けての指導、助言
等

平成24年度

4,473,001 4,470,016 4,438,950

平成23年度 平成25年度

福祉部保護課

平成24年度

生活保護受給者就労支援事業費

生活保護扶助費

3915 92

認知症サポーター養成講
座の開催

平成25年度

高齢者への介護予防事
業の実施

高齢者への介護予防事
業の実施

高齢者への介護予防事
業の実施

39,150 38,355 47,078

平成24年度

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

11



120,110 124,554 124,712

介護予防いきいきサポー
ター養成講座の開催及び
サポーターへの支援

介護予防いきいきサポー
ター養成講座の開催及び
サポーターへの支援

介護予防いきいきサポー
ター養成講座の開催及び
サポーターへの支援

1,440 1,520 1,625

- -
新療育施設整備検討委
員会

- - 1,218

高齢者安心見守り隊の
養成講座・研修の開催及
び活動の支援

高齢者安心見守り隊の
養成講座・研修の開催及
び活動の支援

高齢者安心見守り隊の
養成講座・研修の開催及
び活動の支援

【重】高齢者安心見守り隊の育成

平成25年度

平成25年度

項　　　　　　　　目

日中活動支援施設利用者数

グループホーム・ケアホーム入居者数

677人（906人）

居宅介護支援、短期入
所、療養介護、生活介護
等

500

居宅介護支援、短期入
所、療養介護、生活介護
等

1,854,213 1,924,310

平成25年度

健康ほけん部介護高齢課

平成24年度平成23年度

福祉部障がいあゆみ課

95人（106人）

福祉部障がいあゆみ課

【重】障害福祉サービスの充実

【重】療育相談支援体制および拠点整備

39

障がい児療育施設整備事業

160

40

介護給付事業

障害者自立支援法に基づく障害福祉
サービスのうち、介護を伴う必要な支
援給付を行う。

居宅介護支援、短期入
所、療養介護、生活介護
等

1,668,552

【主】地域包括支援センターの充実

37

療育施設の老朽化に伴う施設整備及
び相談支援体制の充実のための支援
体制を整備する。

平成23年度末

平成24年度

平成24年度平成23年度

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成24年度末

平成23年度

636人（698人） 656人（730人）

　施策１-６　障がい者福祉

79人（87人） 87人（96人）

平成25年度末

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。

平成24年度平成23年度

392

地域包括支援センター事業

介護予防の普及啓発や地域での介護
予防活動を推進、また、生きがいを
持っていきいきと地域活動を展開し、
地域貢献できる人材を養成する。

平成23年度

健康ほけん部介護高齢課

【主】介護予防いきいきサポーターの養成

38

一次予防対象高齢者施策事業

健康ほけん部介護高齢課

平成25年度

平成25年度

包括的支援4業務の推進
及び地域や医療との連
携推進

包括的支援4業務の推進
及び地域や医療との連
携推進

包括的支援4業務の推進
及び地域や医療との連
携推進

包括的支援事業（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・継続的ケアマネジメント）を一体
的に行なう包括支援センターのさらな
る充実を図る。

平成24年度

36

12



地域自立支援協議会の
運営

地域自立支援協議会の
運営

地域自立支援協議会の
運営

7,956 342 1,422

手話通訳者及び要約筆
記者の派遣

手話通訳者及び要約筆
記者の派遣

手話通訳者及び要約筆
記者の派遣

7,483

- グループホーム等の整備

- - 15,000

市内の相談支援事業所
にて相談を実施

市内の相談支援事業所
にて相談を実施

市内の相談支援事業所
にて相談を実施

20,992 15,385 14,698

平成25年度

障害者相談支援事業

障がい者相談支援センターにケアマネ
ジメントアドバイザーを配置し、精神障
がい者への支援を行う。また、市内障
がい者施設等に地域の障がい者の生
活相談などの窓口として委託する。

平成24年度

重度身体障がい者、知的
障がい者、視覚障がい者
の生活訓練

3,851 4,279 4,798

平成24年度

自立訓練、就労支援、共
同生活援助支援等

自立訓練、就労支援、共
同生活援助支援等

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成23年度

障害者社会参加促進事業

障がい者の社会参加促進のために、
社会適応訓練、スポーツレクリエーショ
ン及び文化講座の開催、自動車免許
取得・改造費助成などを実施する。

44

307,831 386,611 440,400

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

福祉部障がいあゆみ課

福祉部障がいあゆみ課

福祉部障がいあゆみ課

平成24年度

【主】相談支援システムの整備

46

福祉部障がいあゆみ課

2,949 2,749

- -

福祉部障がいあゆみ課

福祉部障がいあゆみ課

平成25年度

平成25年度

平成23年度

社会適応訓練、各種講座
等の実施や助成

社会適応訓練、各種講座
等の実施や助成

社会適応訓練、各種講座
等の実施や助成

1,961

6,593 6,679

平成23年度

重度身体障がい者、知的
障がい者、視覚障がい者
の生活訓練

-

育成医療の給付

- - 5,217

重度身体障がい者、知的
障がい者、視覚障がい者
の生活訓練

平成23年度 平成24年度

47

地域自立支援協議会事業

地域での相談支援体制が円滑に稼動
するために、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、就労支援等を
協議する。

【主】コミュニケーション支援の充実

48

コミュニケーション支援事業

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、手話通訳者及び要
約筆記者の派遣を実施する。

45

障害者グループホーム施設整備事業補助金

障がい者が地域で安心して生活がで
きるよう、居住の場を提供するため、グ
ループホーム等の施設整備に対する
補助を行う。

平成24年度平成23年度

42

自立支援医療（育成医療）給付事業

身体に障がいのある児童に対して、指
定医療機関において生活の能力を得
るために必要な医療の給付を行う。

平成24年度平成23年度

【重】社会参加の促進および雇用支援

43

生活訓練等支援事業

障がい者の日常生活上の必要とする
訓練・指導を行う。

福祉部障がいあゆみ課

自立訓練、就労支援、共
同生活援助支援等

平成23年度

福祉部障がいあゆみ課

平成24年度

41

訓練等給付事業

障害者自立支援法に規定する障害福
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。

13



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

- - -

平成25年度

福祉部障がいあゆみ課

平成23年度
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
区福祉会等と連携による交流事業を
推進する。

平成24年度

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

【主】障がいに関する正しい理解の促進

49

14
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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」を目指していきます。 

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ていきます。 

 ２ 施策に対応する事業の概要 
（単位：千円） 

 施  策 施 策 の 展 開 事業数 事業費 

1 子育て支援 

[重] こども医療費助成の充実 

[重] 子どもたちがのびのび育つ環境づくり 

[主] 子育て相談・支援体制の充実 

[主] 児童虐待への対応の充実 

[主] ひとり親家庭の自立支援対策の充実 

[主] 障がい児への途切れのない支援 

12 2,245,384 

2 保育園・幼稚園 

[重] 幼保一体化に向けた取り組み 

[重] 保育園および幼稚園の施設整備 

[主] 保育園における保育サービスの充実 

[主] 幼稚園における幼児教育の充実 

[主] 保育園および幼稚園における子育て相談機能等の

充実 

[主] 保育園および幼稚園と小学校との連携強化 

 6 410,480 

3 学校教育 

[重] 確かな学力の向上 

[重] 豊かな心、健やかな体の育成 

[重] 教育環境の整備と充実 

[主] 生徒指導・キャリア教育の充実 

[主] 特別支援教育の充実 

[主] 教職員研修等の充実 

[主] 教育改革の推進 

20 956,876 

4 
青少年育成・生涯

学習 

[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 

[主] 健全育成環境の整備 

[主] 生涯学習施設の整備・充実 

[主] 図書館資料等の充実・子ども読書活動の推進 

 5 77,008 

5 人権教育 

[重] 人権学習機会の提供 

[重] 外国人児童生徒教育の充実 

[主] 幼稚園・学校および家庭・地域の連携 

[主] 教職員の研修の充実 

 6 76,587 

6 文化振興 

[重] 松阪市文化芸術団体連絡協議会の設立 

[重] 文化財の保護と継承 

[主] 芸術文化活動の推進 

[主] 文化資源の活用 

[主] 文化施設の整備 

16 206,553 
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 施  策 施 策 の 展 開 事業数 事業費 

7 スポーツ振興 

[重] 生涯スポーツの充実 

[重] 市民皆スポーツの推進 

[主] ニュースポーツの普及 

[主] スポーツのすそ野や競技人口の拡大 

[主] スポーツ団体の育成・支援 

[主] 体育施設の充実 

 9 112,720 

8 学校給食 

[重] 食育の推進 

[重] 地産地消の推進 

[主] 市民や保護者との連携 

[主] 食物アレルギーへの対応 

[主] 適切な施設等の管理 

 3 37,306 

  計 77 4,122,914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52

放課後児童クラブ施設整備事業

放課後児童クラブの施設整備を図るこ
とにより、児童の保育環境の向上を図
る。

51

放課後児童クラブ活動事業

ファミリーサポートセン
ターの運営委託

ファミリーサポートセン
ターの運営委託

9,332 9,332 9,332

児童養育・児童虐待に関
する相談、緊急一時保
護

ファミリーサポートセン
ターの運営委託

54

子育て支援センター管理運営事業

子育てについての相談、情報提供、助
言その他の援助を行い、地域の子育
て機能の充実及び育児不安等の緩和
を図る。

平成24年度

53

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、しつけ・非行・虐待などの相談に
応じ、関係機関との連携により対応す
る。

平成23年度

小学校5年生までの子ど
もの医療費助成

中学校3年生までの子ど
もの医療費助成

中学校3年生までの子ど
もの医療費助成

398,462 466,384 481,944

放課後児童クラブ（26ク
ラブ）の運営委託

放課後児童クラブ（29ク
ラブ）の運営委託

放課後児童クラブ（31クラ
ブ）の運営委託

81,165 93,606 95,503

中川小学校区放課後児
童クラブ施設新築工事

天白小学校区放課後児
童クラブ第２専用施設新
築工事

第一小学校区放課後児
童クラブ施設改築工事

50,939 26,216 8,356

【重】子どもたちがのびのび育つ環境づくり

保護者が就労等で昼間家庭にいない
小学生（概ね10歳未満）に、放課後や
夏休みなどの長期休業期間を安心し
て過ごすことができる場を確保すること
により、児童の健全育成及び子育て世
帯の仕事と育児の両立を支援する。

平成23年度

福祉部こども未来課

福祉部こども未来課

児童養育・児童虐待に関
する相談、緊急一時保護

児童養育・児童虐待に関
する相談、緊急一時保護

7,341 5,078 9,236

ふれんず、はっぴぃはっ
ぴぃ、森のくまさん、げん
きっこ、かんがるー、や
まっこの運営

ふれんず、森のくまさん、
げんきっこ、かんがるー、
やまっこの運営

ふれんず、森のくまさん、
げんきっこ、かんがるー、
やまっこの運営

ファミリーサポートセンター事業

育児の援助を行いたい方と育児の援
助を受けたい方の相互援助活動を支
援するため、「まつさかファミリーサ
ポートセンター」を設置・運営すること
により、地域における子育て支援体制
の整備を図る。

平成23年度 平成24年度

福祉部こども未来課

12歳学年末（15歳学年末） 達成済み（15歳学年末）

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成23年度 平成24年度

【主】子育て相談・支援体制の充実

平成24年度

平成24年度

福祉部こども未来課

福祉部こども未来課

22,792 15,635 14,260

　施策２-１　子育て支援

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

【重】こども医療費助成の充実

50

医療費助成事業

中学校3年生（満15歳になった最初の3
月末日まで）までの子どもで、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。

平成23年度 平成24年度

福祉部福祉ささえあい課

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

26クラブ（26クラブ） 達成済み（29クラブ）

平成23年度

達成済み（31クラブ）

平成25年度

項　　　　　　　　目

放課後児童クラブの増設

こども医療費助成対象年齢の拡大 11歳学年末（11歳学年末）

55

17



教育委員会事務局学校支援課、育ちサポート室、福祉部こども未来課

--

平成24年度

障がい児就学支援委員
会・障がい児保育支援委
員会の開催

【主】ひとり親家庭の自立支援対策の充実

59

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。

平成23年度 平成24年度

60

平成23年度

62
発達障がいを早期に発見し、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。

教育訓練に対する給付
金の支給
※利用者無し

私立保育園子育て支援
センター７施設の運営委
託

私立保育園子育て支援
センター７施設の運営委
託

私立保育園子育て支援
センター７施設の運営委
託

17,870 18,270 18,270

教育訓練に対する給付
金の支給
※利用者無し

教育訓練に対する給付
金の支給

- - 16

修学者への給付金の支
給

修学者への給付金の支
給

修学者への給付金の支
給

32,096 27,380 19,699

障がい児就学支援委員
会・障がい児保育支援委
員会の開催

育児・家事の支援 育児・家事の支援 育児・家事の支援

1,628 187 341

医療費の助成 医療費の助成 医療費の助成

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

福祉部福祉ささえあい課

福祉部こども未来課

福祉部こども未来課

平成24年度

障がい児就学支援委員
会・障がい児保育支援委
員会の開催

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母が、厚生労働大臣指定
の教育訓練講座を受講した場合にそ
の受講費用の一部を助成することで、
母子家庭の経済的な自立を支援す
る。※H25より父子家庭の父にも拡大。

平成23年度

【主】障がい児への途切れのない支援

医療機関（小児科）にお
いて病児・病後児保育の
実施

医療機関（小児科）にお
いて病児・病後児保育の
実施

福祉部こども未来課

福祉部こども未来課

平成23年度 平成24年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

【主】児童虐待への対応の充実

平成24年度

平成23年度 平成24年度保育園・幼稚園・小学校等に通所中の
児童等が、病気の回復期に至らない、
又は回復期にあって集団保育を受け
ることが困難な場合、医療機関におい
て一時的に保育を実施し、子育て世帯
の仕事と育児の両立を支援する。

56

私立保育園子育て支援センター運営事業

平成23年度 平成24年度

福祉部家庭児童支援課

94,182 95,166 95,328

57

病児・病後児保育運営委託事業

子育てについての助言、相談等援助を
行い、乳児又は幼児及びその保護者
が相互に交流を行う事業を、私立保育
園が運営する子育て支援センターに委
託し、地域の子育て機能の充実及び
育児不安等の緩和を図る。

平成23年度

医療機関（小児科）にお
いて病児・病後児保育の
実施

6,650 6,693 6,695

-

58

養育支援訪問事業

関係機関等からの情報収集等により
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。

61

高等技能訓練促進事業

看護師等の資格を取得するために2年
以上養成機関で修業する母子家庭の
母に対し、修業期間中の生活費等を
助成することで、母子家庭の経済的な
自立を支援する。※H25より父子家庭
の父にも拡大。
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総務部職員課・教育委員会事務局教育総務課・福祉部こども未来課

園舎、設備等の修繕工事
費

平成25年度

平成25年度

平成25年度

福祉部こども未来課

教育委員会事務局教育総務課

【重】保育園および幼稚園の施設整備

平成23年度 平成24年度

【主】保育園における保育サービスの充実

67

私立保育園延長保育促進事業費補助金

就労形態の多様化等による延長保育
の需要に対応するため、延長保育を実
施する私立保育園に対し、その経費の
一部を補助し、安心して子育てができ
る環境を整備し、子育て世帯の仕事と
育児の両立を支援する。

平成23年度

私立保育園14園（全園）
において延長保育の実
施

70,192

項　　　　　　　　目

保育園の創設

保育園の待機児童（括弧内は10月時点）

人事交流の実施

- - -

-
ひかり保育園こだま分園
宅内排水設備工事

-

- 543 -

幼稚園の3歳児保育

　施策２-２　保育園・幼稚園

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

88,584

平成25年度

教育委員会事務局教育総務課

平成23年度 平成24年度

12,063

園舎改築のための実施
設計、地質調査の実施

仮設園舎借上げ、改築
工事の実施

仮設園舎借上げ、改築工
事の実施及び備品等の
購入

みどり保育園において休
日保育の実施

2,298

7,414

【重】幼保一体化に向けた取り組み

63 幼稚園・保育園職員による人事交流の
促進を図る。

平成23年度 平成24年度

保育園の延長保育

66

豊田幼稚園園舎改築事業

園舎の改築工事を行う。

平成24年度

65

幼稚園施設維持修繕事業

園児等が一日の大半を過ごす幼稚園
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の維
持修繕工事を行う。

64

保育園施設整備事業

保育園の施設整備を図ることにより、
児童の保育環境の向上を図る。

平成23年度

6,714

5,935 63,831

園舎、設備等の修繕工
事費

園舎、設備等の修繕工
事費

人事交流の実施 人事交流の実施

平成24年度

福祉部こども未来課

平成25年度

平成25年度

福祉部こども未来課

私立保育園14園（全園）
において延長保育の実
施

私立保育園14園（全園）
において延長保育の実
施

67,966 68,177

68

私立保育園休日保育事業費補助金

日曜・祝日等に保育を必要とする児童
に対応するため、休日保育を実施する
私立保育園に対し、その経費の一部を
補助し、安心して子育てができる環境
を整備し、子育て世帯の仕事と育児の
両立を支援する。

平成23年度 平成24年度

みどり保育園において休
日保育の実施

みどり保育園において休
日保育の実施

2,449 2,598

35施設（36施設） 達成済み（36施設） 達成済み（36施設）

0人（93人） 0人（93人） 0人（109人）

16施設（16施設） 達成済み（16施設） 達成済み（16施設）

11施設（11施設） 11施設（11施設） 12施設（11施設）

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末
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　施策２-３　学校教育

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

【主】保育園および幼稚園と小学校との連携強化

72

保育園・幼稚園・小学校の保育士およ
び教職員が互いの実践を交流したり、
幼児・児童生徒が交流したりすることを
通して、子どもの発達段階に応じた継
続性かつ一貫性のある保育・教育を推
進する。

平成23年度 平成24年度

平成24年度

保護者や地域の多様化するニーズに
応え、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。

学力向上推進プロジェク
ト事業、公開保育、公開
授業

- - -

外国語指導助手2名 外国語指導助手2名 外国語指導助手2名

3,827 3,539 2,285

松阪市立幼稚園整備計
画策定、松阪市立幼稚
園教育課程の策定

松阪市立幼稚園整備計
画の周知、松阪市立幼稚
園教育課程の策定

- - -

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
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

平成23年度

松阪市立幼稚園整備計
画策定、松阪市立幼稚
園教育課程の策定

平成24年度末

平成23年度

延長保育事業

就労形態の多様化等による延長保育
の需要に対応するため、公立保育園
において延長保育を実施し、安心して
子育てができる環境を整備し、子育て
世帯の仕事と育児の両立を支援する。

平成23年度 平成25年度

福祉部こども未来課

第一保育園、白鳩保育
園において延長保育の
実施

第一保育園、白鳩保育園
において延長保育の実
施

3,864 4,079 3,773

項　　　　　　　　目

不登校の出現率

教職員研修講座受講者数

小中学校の耐震化率

松阪市内の小中学校数校を指定し、
学校間交流、体験的交流等を行う。

教育委員会事務局学校支援課

74

平成25年度

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局学校支援課

無錫市濱湖区との学校
間交流、北海道弟子屈
町との松浦武四郎に関
する学校間交流

無錫市濱湖区との学校
間交流、北海道弟子屈
町との松浦武四郎に関
する学校間交流

無錫市濱湖区との学校
間交流、北海道弟子屈町
との松浦武四郎に関する
学校間交流

971 915 1,262

学力向上推進プロジェク
ト事業、公開保育、公開
授業

学力向上推進プロジェク
ト事業、公開保育、公開
授業

まつさか夢交流事業

平成23年度 平成24年度

平成23年度末

第一保育園、白鳩保育
園において延長保育の
実施

平成24年度

【重】確かな学力の向上

73

外国語指導助手（ALT）事業

学校などでの国際化推進を図るため、
外国語指導助手として外国人青年を
招致し、中学校英語の補助、国際交流
活動を推進する。

【主】保育園および幼稚園における子育て相談機能等の充実

平成24年度

【主】幼稚園における幼児教育の充実

70

3 年保育実施園の拡大に向けて検討
するとともに、異校園種間の連携を図
り、子どもの発達段階に応じた教育を
進める。また、支援を必要とする子ども
一人ひとりの教育的ニーズに応じた指
導および支援を行う。

69

福祉部こども未来課、教育委員会事務局教育総務課・学校支援課

福祉部こども未来課、教育委員会事務局学校支援課

71

平成25年度

平成25年度平成23年度 平成24年度

- - -

教育委員会事務局教育総務課・学校支援課

平成25年度末

1.20%（1.26％） 1.15%（1.61％） 1.15％(1.57％）

3,000人（3,160人） 3,100人（2,887人） 3,200人（3,135人）

100％（100%） 達成済み（100%） 達成済み（100%）
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校舎・屋内運動場・プー
ル等の修繕工事

55,302 49,779 66,872

緊急通報用無線IPシス
テムの借上

屋外階段と屋上フェンス
設置工事（鵲小）

-

7,461 16,407 -

37,503 38,337 38,430

外部民間人指導者による
指導

724 648

平成25年度

教育委員会事務局学校支援課

校舎・屋内運動場・プー
ル等の修繕工事

外部民間人指導者によ
る指導

平成23年度

【重】豊かな心、健やかな体の育成

80

スポーツエキスパート活用事業

学びの連携（幼小中連
携）モデル校区指定（2校
区）、教職員の研修体制
の充実等

平成25年度

平成25年度

学校現場でのICT環境の
構築、運用と効果の検証
（三雲中学校）

教育委員会事務局学校支援課

教育委員会事務局学校支援課

教育委員会事務局学校支援課

1,977

平成23、24年度で取り上
げた「偉人」に学ぶ授業
を展開するとともに、教
材冊子を作成

平成25年度

教育委員会事務局学校支援課

平成24年度

松阪市立中学校11校

17,745 15,700 15,530

教育委員会事務局学校支援課

読書室いきいきプラン事業

平成23年度 平成24年度

75

特色ある学校づくり推進事業

学習指導要領に基づいた特色ある教
育活動の推進を小中学校・幼稚園で
展開する。（小中学校48校、幼稚園
21(H.25年度は20）園対象）

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局教育総務課

教育委員会事務局教育総務課

【重】教育環境の整備と充実

平成24年度

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。

平成23年度 平成24年度

外部民間人指導者によ
る指導

平成23、24年度で取り上
げた「偉人」に学ぶ授業
を展開するとともに、教材
冊子を作成

290 522

学校現場でのICT環境の
構築、運用と効果の検証
（三雲中学校）

平成23年度

学びの連携（幼小中連
携）モデル校区指定（4校
区）、教職員の研修体制
の充実等

学びの連携（幼小中連
携）モデル校区指定（4校
区）、教職員の研修体制
の充実等

平成25年度

農林業体験やボランティ
ア体験などの体験活動
の実施、ゲストティー
チャーの招へい等

農林業体験やボランティ
ア体験などの体験活動
の実施、ゲストティー
チャーの招へい等

農林業体験やボランティ
ア体験などの体験活動の
実施、ゲストティーチャー
の招へい等

15,040 15,940 16,240

松阪市立中学校11校

81

小学校施設維持修繕事業

728

平成25年度

平成23年度 平成24年度

79

フューチャースクール推進事業

個々の理解や関心の程度に応じた学
びを構築するため、ICT機器・デジタル
コンテンツ等を活用する。

平成24年度

78

郷土の偉人に学ぶ教育推進事業

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。

松阪市立中学校11校

2,481

77
幼小中の連携を密にして、学力の向
上、豊かな人間性の育成などについて
中学校区を単位とした研究推進体制を
構築する。

平成23年度

76

「偉人」に学ぶ授業を展
開するとともに、教材冊
子を作成

427

2,061

学校の読書室に図書館司書を配置
し、図書の整備や貸出業務、生徒への
読書案内やブックトークを行うことによ
り生徒の読書活動の活性化を図る。

平成23年度

学校現場でのICT環境の
構築、運用と効果の検証
（三雲中学校）

平成23年度 平成24年度

平成24年度

82

小学校防災防犯対策事業

学校生活における児童等の安全安心
を確保するための整備を行う。

校舎・屋内運動場・プー
ル等の修繕工事

児童等が一日の大半を過ごす小学校
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の維
持修繕工事を行う。

学力向上推進プロジェクト事業
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育ちサポート推進事業 教育委員会事務局育ちサポート室

1,269 1,179 1,267

校舎・屋内運動場等の修
繕工事

26,677 29,135 17,702

校舎・屋内運動場等の
修繕工事

校舎・屋内運動場等の修
繕工事

平成25年度

- 8,894 212,085

12中学校で実施 12中学校で実施 12中学校で実施

207 171 88

学校生活アシスタントの
配置、指導体制及び研
修の充実

学校生活アシスタントの
配置、指導体制及び研
修の充実

学校生活アシスタントの
配置、指導体制及び研修
の充実

48,210

教科・領域別研修、教育
課題研修、専門研修、教
育講演会等、35講座

教科・領域別研修、教育
課題研修、専門研修、教
育講演会等、34講座

教科・領域別研修、教育
課題研修、専門研修、教
育講演会等、35講座

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局教育総務課

教育委員会事務局教育総務課

教育委員会事務局学校支援課

教育委員会事務局学校支援課

平成23年度 平成24年度

【主】教職員研修等の充実

増築工事の実施及び備
品等の購入

49,563

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

平成24年度

教育委員会事務局教育総務課

平成23年度 平成24年度

83

中学校施設維持修繕事業

生徒等が一日の大半を過ごす中学校
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の維
持修繕工事を行う。

85

鎌田中学校改築事業

築50年以上を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。

平成23年度 平成24年度

84

中学校防災防犯対策事業

学校生活における生徒等の安全安心
を確保するための整備を行う。

平成23年度 平成24年度

教育委員会事務局教育総務課

平成25年度

平成25年度

-
屋上フェンス設置工事
（三雲中）

-

- 3,870 -

耐力度調査、境界測量
の実施

用地買収を行うための建
物調査の実施

用地買収を行なうための
土地鑑定・営業調査業務
委託

3,393 20,302 1,713

重度障がいやLD、ADHD、高機能自閉
症等の障がいのある児童生徒一人ひ
とりの教育的ニーズに応じ、学校生活
上の介助や学習面のサポートを行う
「学校生活アシスタント」を配置し、適
切な指導及び支援を実施する。

平成23年度 平成24年度

【主】特別支援教育の充実

【主】生徒指導・キャリア教育の充実

87

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。

86

小野江小学校校舎増築事業

児童数増加による教室不足を解消す
るため校舎増築工事を行う。

平成23年度 平成24年度

48,297

-
校舎増築のための実施
設計、地質調査の実施

88

特別支援教育推進事業

90
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。

平成23年度

89

保健、福祉及び教育の各部局との連
携のもと、「発達」に関する相談の窓口
となり、発達障がいを含むすべての障
がい児に対し、状況に応じて適切に発
達支援を行うとともに、保護者や保育・
教育関係者に対しても支援を行う。

平成23年度 平成24年度

教職員研修事業 教育委員会事務局学校支援課子ども支援研究センター

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

15,674 16,037 15,671
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94に含む

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局いきがい学習課

教育委員会事務局いきがい学習課

安全支援、読書支援、学
習支援等のボランティア

安全支援、読書支援、学
習支援等のボランティア

安全支援、読書支援、学
習支援等のボランティア

6,246

講座、講演会、実習会等
の開催

講座、講演会、実習会等
の開催

講座、講演会、実習会等
の開催

13,901 13,385 13,101

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

【重】健全育成活動の促進

94

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、講演会等を実施
したり、各地区育成会が主催する家庭
教育講座や講演会等の健全育成事業
を推進する。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

PTA連合会活動への支
援

870 852

講演会、研修会、非行防
止パトロール、啓発活動
等の実施

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局いきがい学習課

教育委員会事務局いきがい学習課

　施策２-４　青少年育成・生涯学習

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

1,292 1,587 1,700

講演会、研修会、非行防
止パトロール、啓発活動
等の実施

公民館・図書館等における家庭教育講座開設数

【重】青少年育成団体の活動支援

93

PTA連合会運営費補助金

保護者と教師が協力して学校及び家
庭における教育に関し理解を深め、児
童生徒の健全な成長を図ることを目的
とするPTA事業を推進する。

講演会、研修会、非行防
止パトロール、啓発活動
等の実施

PTA連合会活動への支
援

PTA連合会活動への支
援

6,098

861

6,248

平成23年度

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局学校支援課

教育委員会事務局学校支援課

平成23年度

【主】教育改革の推進

91

学校支援地域本部事業

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、学校・家庭・地域が一体
となって、地域ぐるみで子どもを育てる
体制整備の推進を図る。

平成24年度

項　　　　　　　　目

92

コミュニティ・スクール推進事業

研究校において、有識者、地域代表、
保護者代表等からなる組織を設置し、
保護者や地域住民の学校教育に対す
る意見を集約・分析し、校区の地域性
に応じた学校運営協議会のあり方を研
究する。

平成23年度 平成24年度

学校運営協議会による研
究の実施

900 750 300

推進委員会による研究
の実施

推進委員会による研究
の実施

94に含む 94に含む

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

340講座以上（348講座） 345講座以上（383講座） 350講座以上（362講座）

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】健全育成環境の整備

96 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。

【重】生涯学習活動の推進

95

生涯学習振興事業

住民の自己の充実・啓発や生活の向
上のため、適切かつ豊かな学習機会
（講座、講演会、実習会等）を開催す
る。
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-
第四公民館下水道接続
工事等

豊田公民館防水改修工
事等

平成25年度

教育委員会事務局いきがい学習課

11,535 11,629 11,329

研究授業の実施、学習
支援のための指導補助
者の配置

研究授業の実施、学習
支援のための指導補助
者の配置

研究授業の実施、学習支
援のための指導補助者
の配置

998 800 800

人権教育研究大会等へ
の市民の参加、地域の人
権教育推進組織への事
業委託

3,521 3,067 2,802

人権講座や人権講演会
等の開催、人権学習を
コーディネートする人員
の配置

人権講座や人権講演会
等の開催、人権学習を
コーディネートする人員
の配置

人権講座や人権講演会
等の開催、人権学習を
コーディネートする人員
の配置

9,114 8,568 5,584

日本語初期適応支援教
室の開設、母語スタッフ
の巡回指導、進路ガイダ
ンスの開催等

- 1,770

平成25年度

教育委員会事務局いきがい学習課

教育委員会事務局人権まなび課

教育委員会事務局人権まなび課

7,400人以上（6,767人）

4,400時間（5,043時間） 4,600時間（5,239時間） 4,700時間（4,888人）

人権教育研究大会等へ
の市民の参加、地域の
人権教育推進組織への
事業委託

7,000人以上（5,909人） 7,200人以上（6,649人）

　施策２-５　人権教育

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

98

図書館協議会事業

松阪図書館、嬉野図書館の運営に関
し、館長の諮問に応じ意見を述べ、図
書館サービスの向上を図る。

平成23年度

人権教育研究大会等へ
の市民の参加、地域の
人権教育推進組織への
事業委託

母語スタッフによる幼稚園、小学校、中学校の巡回指導

平成23年度末 平成24年度末項　　　　　　　　目

人権講演会、人権講座等参加者数

102

外国人児童生徒の学習支援事業

中学校1校、小学校1校を研究校に指
定し、大阪教育大学と連携してJSLカリ
キュラムの指導法による授業実践・研
究に取り組む。

平成23年度 平成25年度平成24年度

平成23年度 平成24年度

【重】人権学習機会の提供

99

人権教育地域促進事業

人権教育研究大会等への参加機会の
提供、地域の人権教育推進組織へ人
権啓発、人権学習の機会提供の事業
委託を行う。

平成24年度

【重】外国人児童生徒教育の充実

101

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。

平成23年度 平成24年度

100

人権学習推進事業

人権に関する学習機会の充実を図り、
学習・啓発活動を行う。

平成23年度 平成24年度

教育委員会事務局人権まなび課

平成25年度

日本語初期適応支援教
室の開設、母語スタッフ
の巡回指導、進路ガイダ
ンスの開催等

日本語初期適応支援教
室の開設、母語スタッフ
の巡回指導、進路ガイダ
ンスの開催等

平成25年度末

13,487

図書館サービスの向上
を図るため、館長の諮問
に応じ会議を開催

図書館サービスの向上を
図るため、館長の諮問に
応じ会議を開催

図書館サービスの向上を
図るため、館長の諮問に
応じ会議を開催

70 63 56

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局人権まなび課

【主】図書館資料等の充実・子ども読書活動の推進

【主】生涯学習施設の整備・充実

97

公民館施設整備事業

公民館施設の整備充実により、利用
者に対する利便性の向上を図る。

平成23年度 平成24年度
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維持管理業務委託、整
備検討委員会開催、シン
ポジウム２回開催

維持管理業務委託、史跡
地の購入、不要建物の一
部取壊し

5,222 864 18,577

三重県人権大学講座
（津市）への派遣、県内
人権教育研究大会の参
加

三重県人権大学講座（津
市）への派遣、県内人権
教育研究大会の参加

三重県人権大学講座（津
市）への派遣、県内人権
教育研究大会の参加

796 768 736

松阪市文化芸術団体連
絡協議会の設立

文化芸術団体との共催
事業の実施

文化芸術団体との共催
事業の実施

- 665 80

文化芸術団体共催事業

平成23年7月に設立された松阪市文化
芸術団体連絡協議会と協働で、文化
芸術振興の新たな展開を図る。

平成23年度 平成24年度

三重県人権大学、人権教育研究大会
等への参加機会を提供する。

平成23年度 平成24年度

平成25年度

平成25年度

県指定有形文化財蓮如・
如光上人連坐像修理

4,314 771 866

建物半解体修理及び樹
木伐採

周辺庭園等の修理 東屋設置

29,922 13,217 1,701

文書調査 -

平成24年度

教育委員会事務局文化課

-

維持管理業務委託、整
備検討委員会開催、現
状調査委託、消火器購
入

平成23年度 平成24年度

【重】文化財の保護と継承

　施策２-６　文化振興

【重】松阪市文化芸術団体連絡協議会の設立

105

106

人権フォーラム開催、研
究授業公開等及び子ど
も人権文化フェスタの開
催

平成24年度

【主】教職員の研修の充実

104

人権教育研修事業

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

【主】幼稚園・学校および家庭・地域の連携

103

人権教育ネットワーク推進事業

保・幼・小・中連携のもとに実践を公
開、交流するとともに、学校と地域で連
携した取組を行う。

人権フォーラム開催、研
究授業公開等及び子ども
人権文化フェスタの開催

1,429 1,495 1,616

平成23年度

県指定建造物龍泉寺三
門保存修理

重要文化財来迎寺防災
設備修理

108

長谷川家文書調査事業

松阪商人の代表的豪商、長谷川家の
文書調査を行う。

平成23年度 平成24年度

107

原田二郎旧宅保存整備活用事業

寄贈された原田二郎旧宅の建物及び
土地を整備し、公開する。

平成23年度 平成24年度

調査および資料目録の
印刷

3,016 5,092

教育委員会事務局人権まなび課

教育委員会事務局人権まなび課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

文化財保存整備事業補助金

指定文化財の修理、保存のための補
助金を交付する。

人権フォーラム開催、研
究授業公開等

109

松浦武四郎誕生地保存整備活用事業

市指定史跡「松浦武四郎誕生地」の保
存活用と整備を行う。

平成23年度
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3,753 -

埋蔵文化財活用事業

出土品などの制作体験講座及び出前
授業を実施し、地域の文化財の普及を
行う。

平成23年度 平成24年度

7,519

- -
諸資料（古文書と書籍、
生活道具類、美術工芸
品）の調査

教育委員会事務局文化課

平成24年度

平成24年度

3,017 3,774 18,250

文化財に関する体験学
習会等の開催

文化財に関する体験学
習会等の開催

文化財に関する体験学
習会等の開催

719 722 775

講演会、文化芸術等の
組織運営を活性化し、文
化祭等を開催

講演会、文化芸術等の
組織運営を活性化し、文
化祭等を開催

講演会、文化芸術等の組
織運営を活性化し、文化
祭等を開催

4,861 4,679 4,345

文化センター(文化会館
等)における自主事業の
実施

文化センター(文化会館
等)における自主事業の
実施

文化センター(文化会館
等)における自主事業の
実施

11,623 9,601 8,209

「御城番屋敷」の一般公
開

- - 4,177

-
市指定文化財 宇田荻邨
筆「魞」の保存修理

重要文化財松浦武四郎
関係資料（蝦夷屏風）の
保存修理（2ヶ年の1年
目）

建物及び庭園調査委託 建物及び庭園調査委託

- 9,204 8,618

「御城番屋敷」及び「原田
二郎旧宅」の一般公開

平成24年度

「御城番屋敷」及び「原田
二郎旧宅」の一般公開、
旧長谷川邸の維持管理
や特別公開

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

- 2,862

-

平成25年度

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

【主】芸術文化活動の推進

113

地域文化振興事業

各地域（振興局管内）の特性を生かし
た文化振興を推進するため、郷土芸能
や文化組織の育成と文化祭等の発表
の場を提供する。

110

指定文化財保存修理事業

指定文化財の保存修理を行う。

歴史的建造物公開事業

御城番屋敷を借り受け一般公開を行
い、また、市内の歴史的建造物及び史
跡の特別公開を行うことにより、文化
財保護を市民に周知し保存活用を行
う。

114

自主事業費

平成23年度

平成23年度

111

長谷川家資料調査事業

長谷川家の資料調査を行う。

平成23年度

112

長谷川家文化財調査事業

長谷川家の建物及び庭園の文化財調
査と庭園の維持管理を行う。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】文化資源の活用

115

市民に、芸術文化の機会を提供する
事業を行う。

平成23年度

【主】文化施設の整備

117

松阪市民文化会館施設整備事業

市民文化会館の施設修繕を実施す
る。

平成23年度 平成24年度

116

- 消防用設備改修工事 -

-

平成25年度
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3,168 - 2,356

吊物機構設備改修工事 - 音響、映像設備改修工事

2,888 - 2,242

運営委託料 運営委託料 運営委託料

3,500 3,500 3,500

総合型地域スポーツクラ
ブの運営への助成

総合型地域スポーツクラ
ブの運営への助成

地域啓発事業の実施
（ニュースポーツ教室）

100

平成24年度

文化財センターギャラ
リー床張替

-
文化財センター入り口改
修

教育委員会事務局文化課

100

500 400 400

1,922 - 2,962

空調設備改修工事、吸
収冷温水機部品取替修
繕

- 空調設備改修工事

平成25年度

平成25年度

54団体以上（56団体） 56団体以上（53団体） 60団体（53団体）

平成23年度

【重】生涯スポーツの充実

総合型地域スポーツクラ
ブの運営への助成

スポーツ少年団登録単位団数

平成23年度

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局文化課

教育委員会事務局スポーツ振興課

教育委員会事務局スポーツ振興課

教育委員会事務局スポーツ振興課

平成23年度 平成24年度

【重】市民皆スポーツの推進

122

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。

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成24年度

119

嬉野ふるさと会館施設整備事業

嬉野ふるさと会館の施設整備を行う。

118

文化財センター施設整備事業

ギャラリー及びはにわ館の施設整備を
行う。

平成23年度

　施策２-７　スポーツ振興

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度 平成24年度

平成23年度末

2クラブ以上（2クラブ）

120

飯南産業文化センター施設整備事業

飯南産業文化センターの施設整備を
行う。

項　　　　　　　　目

総合型地域スポーツクラブの設立数

平成24年度末

2クラブ以上（2クラブ）

平成25年度末

3クラブ（2クラブ）

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】ニュースポーツの普及

123

総合型地域スポーツクラブ推進事業

地域・学校・スポーツ関係団体等が連
携し、身近にスポーツ活動に親しめる
「活動の場」づくりを図り、市民の身体
の健康づくりのためのスポーツ教室を
実施する。

地域啓発事業の実施
（ニュースポーツ教室）

地域啓発事業の実施
（ニュースポーツ教室）

121

シティマラソン大会事業

幅広い年齢層を対象に市内外から参
加者を募集し、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
に、ロードレースによるマラソン大会を
実施する。

100
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松阪市体育協会加盟団
体（28団体）への補助金

1,400 1,400 1,400

-

飯南体育センター後付
天井撤去工事、公園グラ
ウンド補修工事

嬉野体育センター、飯南
体育センター、ハートフル
みくもの屋根・外壁改修
工事

公園プール底面等塗装
改修工事
松阪公園プールスライ
ダー内面補修工事

平成25年度

教育委員会事務局スポーツ振興課

平成23年度 平成24年度

市内各スポーツ少年団へ
の補助金

2,420 2,301 2,970

-
導入費及び予約管理シ
ステム使用料

-

各種スポーツ大会等開
催

各種スポーツ大会等開
催

各種スポーツ大会等開催

1,969 1,483 1,346

松阪市体育協会加盟団
体（28団体）への補助金

9,229

-
テニスコート管理棟改修
さんぎんアリーナ競技場
コートライン改修

松阪市流水プール休憩
所上屋改修工事
松阪市テニスコート管理
棟改修他工事

- 9,231 19,346

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局スポーツ振興課

教育委員会事務局スポーツ振興課

平成25年度

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局スポーツ振興課

教育委員会事務局スポーツ振興課

教育委員会事務局スポーツ振興課

2,642 42,101

【主】スポーツのすそ野や競技人口の拡大

124

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。

平成23年度 平成24年度

【主】体育施設の充実

平成24年度

126

スポーツ少年団補助金

各地域において活動するスポーツ少
年団へ活動の支援をすることにより、
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。

【主】スポーツ団体の育成・支援

125

市体育協会加盟団体育成強化補助金

市体育協会加盟団体への補助によ
り、各種目の振興・推進、また競技力
向上等を図り、松阪市全体のスポーツ
振興を図る。

平成23年度

松阪市体育協会加盟団
体（28団体）への補助金

市内各スポーツ少年団
への補助金

市内各スポーツ少年団
への補助金

128

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･
改良を行う。

平成23年度 平成24年度

127

体育施設予約システム整備事業

市内全域の施設を対象とした統一した
公共施設管理システムを導入すること
で、インターネットや携帯電話等から施
設の概要や空き情報等を検索し、利用
申込ができるようにする。

平成23年度 平成24年度

- 1,382

129

中部台運動公園施設整備事業

中部台テニスコート管理棟改修工事及
びさんぎんアリーナ競技場改修、流水
プール休憩所改修工事を行う。

平成23年度 平成24年度
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給食センターの備品充実
更新

3,843 7,479 4,317

教育委員会事務局給食管理課

委員報酬 委員報酬

135 120 130

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

- - -

単独調理場の備品充実
更新

単独調理場の備品充実
更新

単独調理場の備品充実
更新

7,453 5,648 8,181

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

教育委員会事務局給食管理課

教育委員会事務局給食管理課

教育委員会事務局給食管理課

教育委員会事務局給食管理課

教育委員会事務局給食管理課

【重】地産地消の推進

生きた教材となる給食の
実施及び親子料理教室
や給食試食会の実施

- - -

地場産物を用いた給食
の実施

地場産物を用いた給食
の実施

地場産物を用いた給食
の実施

- - -

委員報酬

平成23年度 平成24年度

　施策２-８　学校給食

【重】食育の推進

130 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及
び家庭・地域への情報発信を行う。

平成23年度 平成24年度

生きた教材となる給食の
実施及び親子料理教室
や給食試食会の実施

生きた教材となる給食の
実施及び親子料理教室
や給食試食会の実施

平成24年度

【主】食物アレルギーへの対応

133

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及び診断書
にもとづき、除去食等の個別対応食を
実施する。

【主】市民や保護者との連携

132

学校給食センター運営委員会事業

6給食センターの運営方針について協
議する。

平成23年度

131 地場産物を用いた給食（ちゃちゃもラン
チ）の実施及び使用実績の把握、使用
割合の向上を図る。

平成23年度 平成24年度

135

学校給食センター備品等整備事業

作業能率及び衛生管理の向上を図る
ために、学校給食備品の整備を行う。

平成23年度 平成24年度

【主】適切な施設等の管理

134

学校給食単独調理場備品等整備事業

作業能率及び衛生管理の向上を図る
ために、学校給食備品の整備を行う。

平成23年度 平成24年度

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
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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、市民とともに次世代に伝

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、そして、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んでいきます。 

 ２ 施策に対応する事業の概要 
（単位：千円） 

 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] 自治基本条例（仮称）の制定・運用 

[重] 地域主体のまちづくりの実現 

[主] 市民活動の推進 

[主] 地域コミュニティの活性化 

 7 447,181 

2 人権の尊重 

[重] 人権尊重のまちづくりの推進 

[重] 人権意識の高揚 

[重] 人権擁護・救済の仕組みの構築 

[主] 多文化共生社会の実現 

[主] 心のバリアフリーの推進 

[主] 人権センターの設置 

[主] 自殺防止対策の推進 

 5 39,912 

3 
男女共同参画社会

の形成 

[重] 市民意識の啓発 

[重] 男女共同参画プランの策定 

[主] 政策・方針決定過程における男女共同参画の実現 

[主] 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確

保 

[主] 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援 

[主] 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

[主] 男女共同参画を推進するための教育・学習の充実 

 2 8,464 

4 地域公共交通 

[重] 松阪市地域公共交通システムの推進 

[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 

[主] 乗り継ぎ機能の充実と利便性の向上 

[主] コミュニティ交通の運行の見直し 

[主] コミュニティ交通の新規路線敷設 

[主] 啓発事業によるコミュニティ交通の利用促進 

[主] 海上アクセスの利用促進 

 6 378,273 

5 観光・交流 

[重] 知名度の向上 

[重] 観光・ブランドをツールとした地域の魅力向上 

[重] 多文化共生社会の推進 

[主] 観光資源の発掘、活用、創造による交流人口の増

加 

[主] 観光担い手の育成 

[主] 国際・国内交流の推進 

14 277,547 
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 施  策 施 策 の 展 開 事業数 事業費 

6 都市計画 

[重] 都市計画区域の統合 

[重] 松阪まちなか再生プランの推進 

[重] JR 松阪駅前広場の整備 

[主] 都市計画施設等の見直し 

[主] 緑の基本計画の策定 

 3 108,855 

7 景観づくり 

[重] 歴史文化的景観形成の推進 

[重] 美しい都市景観づくりの普及・啓発 

[主] 景観計画等の推進 

[主] 屋外広告物の規制誘導 

 2 19,349 

  計 39 1,279,581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30,160

141

地域づくり支援事業補助金

各地域の個性あるまちづくり活動を支
援する。

平成23年度 平成25年度

指定管理者運営委託料、
施設借上料

経営企画部地域づくり応援室

補助金の交付

16,524

平成23年度 平成24年度

【重】地域主体のまちづくりの実現

137

地域マネジメント推進事業

都市内分権と住民自治の拡充を推進
するための具体的施策を、地域及び庁
内・地域振興局と一体となって計画･実
施する。

平成23年度 平成24年度

都市内分権と住民自治
の拡充を推進するための
具体的施策の計画･実施

都市内分権と住民自治
の拡充を推進するための
具体的施策の計画･実施

697 1,025

140

地区集会所建設補助金

新築、増築、改築、改修等の工事費及
び耐震診断料に対し補助する。

平成24年度

補助金の交付 補助金の交付

29,222 29,148

経営企画部地域づくり応援室

経営企画部地域づくり応援室

補助金の交付 補助金の交付

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

18,268

15,812 9,478

指定管理者運営委託料、
施設借上料

29,771 31,587

補助金の交付

住民協議会への交付金 住民協議会への交付金

77,540

56 - -

【主】地域コミュニティの活性化

【主】市民活動の推進

139

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。

138

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。

都市内分権と住民自治
の拡充を推進するための
具体的施策の計画･実施

331

住民協議会への交付金

79,509

指定管理者運営委託料、
施設借上料

31,587

経営企画部地域づくり応援室

経営企画部地域づくり応援室

　施策３-１　地域自治活動および市民活動

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度 平成24年度

経営企画部地域づくり応援室

平成25年度

パブリックコメントの実
施、啓発講演会の開催等

意見聴取会の開催等 意見聴取会の開催等

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

43地区（43地区） 達成済み（43地区） 達成済み（43地区）

項　　　　　　　　目

住民協議会の設立

【重】自治基本条例（仮称）の制定・運用

136

市民まちづくり基本条例推進事業

自治基本条例（市民まちづくり基本条
例）について市民から意見を聴くため
意見聴取会の開催等を行う。
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793 750

147

各地区市民センター空
調、屋根・外壁等改修工
事

平成25年度

16,091

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

各地区市民センター空
調、屋根・外壁等改修工
事

各地区市民センター空
調、屋根・外壁等改修工
事

平成25年度

平成25年度平成23年度 平成24年度

-

平成24年度

13,286

経営企画部地域づくり応援室

環境生活部人権･男女共同参画推進課

環境生活部人権･男女共同参画推進課

【重】人権意識の高揚

144

人権啓発事業

松阪駅や市内大型店舗等での街頭啓
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、映画会
などを開催する。

1,122

17,089

- -

人権施策の推進及び明
るく住みよいまちづくりの
推進に向け人権施策審
議会を開催

人権施策の推進及び明
るく住みよいまちづくりの
推進に向け人権施策審
議会を開催

人権施策の推進及び明
るく住みよいまちづくりの
推進に向け人権施策審
議会を開催

平成23年度 平成24年度

交流イベント「松阪やたい
むら」、講演会等の開催

674

【主】多文化共生社会の実現

平成25年度

多文化共生推進事業

交流イベントなどを開催し、多文化共
生社会づくりを推進する。

平成23年度 平成24年度

環境生活部人権･男女共同参画推進課

平成23年度

地区市民センター施設整備事業

地域コミュニティの拠点施設である地
区市民センターの整備を行う。

人権文化フォーラム、人権関係職員等
養成講座等を開催する。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

環境生活部人権･男女共同参画推進課

人権文化フォーラム、養
成講座等の開催

人権文化フォーラム、養
成講座等の開催

人権文化フォーラム、養
成講座等の開催

2,780 2,780 2,580

【重】人権擁護・救済の仕組みの構築

146

145

人権施策推進事業

人権啓発活動推進事業

平成25年度

5,983

人権のまちづくりの施策を推進するた
めに市民、関係機関・団体との連携を
図りながら協力していく体制づくりに努
める。

1,105 1,030

142

交流イベント「松阪やたい
むら」、講演会等の開催

　施策３-２　人権の尊重

【重】人権尊重のまちづくりの推進

143

交流イベント「やたいむ
ら」、講演会等の開催

9,886 6,069

啓発冊子作製、相談業務
委託、弁護士人権相談委
託、人権標語の募集

啓発冊子作製、相談業務
委託、弁護士人権相談委
託、人権図画ポスターの
募集、市民人権意識調査

啓発冊子作製、相談業務
委託、弁護士人権相談委
託、人権図画ポスターの
募集

弁護士による人権相談の実施や人権
問題啓発冊子を作製し広く市民に啓発
するとともに、全国研究集会等への参
加により、さまざまな人権問題につい
て学ぶ機会を提供する。

環境生活部人権･男女共同参画推進課

平成25年度
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環境生活部人権･男女共同参画推進課

情報紙発行、セミナー・三重
県内男女共同参画連携映画
祭・子どもに対する啓発講
習・街頭啓発等

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

26％（28.0%） 30%（28.9%） 30％（31.2%）

　施策３-３　男女共同参画社会の形成

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度 平成24年度

【重】市民意識の啓発

901

環境生活部人権･男女共同参画推進課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。

項　　　　　　　　目

市の審議会等委員の女性委員の平均登用率

平成25年度

【主】心のバリアフリーの推進

148
女性、高齢者、障がい者、外国人住民
等への偏見、差別などの「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。

平成23年度 平成24年度

【主】人権センターの設置

平成25年度

平成25年度

地域自殺対策強化事業

人材養成事業として相談業務担当職
員及び関係機関従事者に対する研修
会を行う。又、普及啓発事業として自
殺予防週間・自殺対策強化月間に講
演会等及び懸垂幕の掲出、街頭啓
発、パネル展等を行う。

149
人権センター設立の基本方針の答申
及び市民の意見をふまえた上で、既存
の施設の活用などを含め、総合的に
判断し方向性の検討を行う。

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

242 278 240

【重】男女共同参画プランの策定

153 市が取組むべき施策を総合的、体系
的に明らかにする。

平成23年度

平成25年度

平成24年度 平成25年度

環境生活部人権･男女共同参画推進課

環境生活部人権･男女共同参画推進課

平成24年度平成23年度

151

152

-

自殺対策シンポジウム、
メンタルパートナー研修、
相談員養成研修等

自殺防止啓発劇、メンタ
ルパートナー研修、相談
員養成研修等

自殺予防講演会、合同相
談会、メンタルパートナー
研修、相談員養成研修等

1,100 1,500 1,000

松阪フォーラムの開催

803 804 797

平成25年度

情報紙発行、セミナー・三重
県内男女共同参画連携映画
祭・女性に対する暴力防止
セミナー等

情報紙発行、セミナー・三重
県内男女共同参画連携映画
祭・子どもに対する啓発講
習、啓発DVD作製等

松阪フォーラムの開催 松阪フォーラムの開催

男女共同参画支援事業

男女の社会参画の促進及び機会づく
りを提供するため、市民参画を支援す
る。

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

環境生活部人権･男女共同参画推進課

環境生活部人権･男女共同参画推進課

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

782 1,003

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

【主】自殺防止対策の推進

- -

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

150

－446 -

男女共同参画における
総合的、具体的な施策を
推進するための男女共
同参画プランを策定

男女共同参画プランに掲
げた事業実施状況の確
認、評価及び進行管理

男女共同参画プランに掲
げた事業実施状況の確
認、評価及び進行管理
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宇気郷、阿坂小野線の運
行

24,021 23,420 21,982

　施策３-４　地域公共交通

【重】松阪市地域公共交通システムの推進

159

平成25年度

産業経済部交通政策室

平成23年度 平成24年度

廃止代替バス路線運航行委託事業

－

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

平成25年度

平成25年度

環境生活部人権･男女共同参画推進課

【主】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。

平成23年度 平成24年度

- - －

158

路線バスが廃止となった路線につい
て、委託運行を行う。

平成24年度

155
事業所訪問等による啓発

- - －

平成25年度

平成25年度

事業所訪問を実施し取り組みに対する
聞き取りと、男女共同参画の啓発を図
る。

平成23年度 平成24年度

事業所訪問等による啓発 事業所訪問等による啓発

宇気郷、阿坂小野線の運
行

宇気郷、阿坂小野線の運
行

環境生活部人権･男女共同参画推進課

環境生活部人権･男女共同参画推進課

【主】男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援

156 職業生活、家庭生活に必要な知識、教
養、技能の習得につなげる。

平成23年度

【主】雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

【主】政策・方針決定過程における男女共同参画の実現

154 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30％に定め、女
性委員の登用を積極的に進める。

環境生活部人権･男女共同参画推進課

平成25年度平成23年度 平成24年度

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

327 107 213

平成23年度 平成24年度

776 767

【主】女性に対するあらゆる暴力の根絶

157 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

環境生活部人権･男女共同参画推進課

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

- -

738

男女共同参画の理解に
向けた一般教養及び生
活技術の向上のための
講座の開催

男女共同参画の理解に
向けた一般教養及び生
活技術の向上のための
講座の開催

男女共同参画の理解に
向けた一般教養及び生
活技術の向上のための
講座の開催
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産業経済部交通政策室

産業経済部交通政策室

機殿朝見線の運行見直
し、嬉野線の運行見直し

-

【主】コミュニティ交通の新規路線敷設

166
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。

－

平成25年度

平成25年度平成23年度

平成24年度 平成25年度

【主】乗り継ぎ機能の充実と利便性の向上

164 鉄道及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。

-

コミュニティバスの運行

2,841 2,681 3,663

コミュニティバス等路線評
価の実施

コミュニティバス等路線評
価の実施

コミュニティバス等路線評
価の実施

【重】路線評価システムの確立

162

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等評価シ
ステムを確立し、運行の必要性と運行
形態の適正を評価し、地域を含めた関
係者の行動目標を得る。

平成23年度 平成24年度

- -

161

飯南コミュニティバス運行事業

-

平成25年度

市運営バス運行委託等 市運営バス運行委託等 市運営バス運行委託等
160

83,274

平成25年度

産業経済部交通政策室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2路
線、黒部東線、機殿朝見線、飯高波瀬
森線、嬉野線、三雲線の各管内の運
行を行う。

産業経済部交通政策室

産業経済部交通政策室

75,966 81,209

平成23年度 平成24年度

飯南コミュニティバスを運行する。

平成23年度 平成24年度

【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

163

地域公共交通協議会事業

地域における需用に応じた住民の生
活に必要なバス等の旅客輸送の確保
と利便の増進を図り、地域の実情に即
した輸送サービスの実現に必要となる
事項を協議する。

平成23年度

コミュニティバスの運行 コミュニティバスの運行

松阪市地域公共交通協
議会及び各路線毎の地
域運行協議会の開催

松阪市地域公共交通協
議会及び各路線毎の地
域運行協議会の開催

486 499

産業経済部交通政策室

平成25年度平成24年度

平成25年度

松阪市地域公共交通協
議会及び各路線毎の地
域運行協議会の開催

667

市街地循環線、空港アク
セス線、三雲松阪線の運
行見直し

飯南コミュニティバス、飯
福田柚原線の運行見直
し

飯高波瀬森線の運行見
直し

産業経済部交通政策室

- -

- -

【主】コミュニティ交通の運行の見直し

165 運行実績、地域協議をもとに、既存路
線の運行を見直す。

平成23年度 平成24年度

黒部東線の運行見直し、
嬉野線の運行見直し

飯高波瀬森線、阿坂小野
線の運行見直し

- -

平成23年度

平成24年度

嬉野線のコミュニティバス
化

三雲線の新規運行

-
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路線バス大型看板広告、
観光バス大型看板広告
の設置

1,355 1,260 1,260

おもてなし処等の運営、
観光商品の開発・販売、
観光案内看板の充実等

おもてなし処等の運営、
観光商品の開発・販売、
観光案内看板の充実等

おもてなし処等の運営、
観光商品の開発・販売、
観光案内看板の充実等

12,706 13,526 13,578

産業経済部観光交流課

外国人住民に対し、市役
所窓口業務に伴う通訳及
び生活情報等の提供・説
明を行う

外国人住民に対し、市役
所窓口業務に伴う通訳及
び生活情報等の提供・説
明を行う

1,610 1,739 1,649

【主】海上アクセスの利用促進

海上アクセス旅客ターミナル管理事業

松阪港から中部国際空港への海上ア
クセス就航後の施設の維持管理等を
行う。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

項　　　　　　　　目

観光レクリエーション入込客数

平成23年度 平成24年度

路線バス大型看板広告、
観光バス大型看板広告
の設置

路線バス大型看板広告、
観光バス大型看板広告
の設置

【重】多文化共生社会の推進

172

生活オリエンテーション事業

外国人住民に対し通訳者を設置し、母
語等による生活情報等の提供・説明を
行う。

産業経済部観光交流課

平成25年度平成23年度

平成25年度

【重】観光・ブランドをツールとした地域の魅力向上

171

魅力ある観光地づくり支援事業

【重】知名度の向上

169

観光客誘致事業

松阪市の情報発信に努め、観光交流
人口の増加による地域の活性化を目
指す。

16,874 21,111

平成23年度 平成24年度

170

移動広告塔事業

各種メディア及び観光パ
ンフレット等による情報発
信

式年遷宮に向けた伊勢地域からの誘
客手段として、バスによる交通広告を
実施する。

【主】啓発事業によるコミュニティ交通の利用促進

167

地域公共交通システムシンポジウム事業

「生活交通の確保」「交通利便性の向
上」「交流活動の活性化」につなげ、地
域公共交通システム全体の利便性の
向上を目指し、公共交通を考えるシン
ポジウムを開催する。

産業経済部交通政策室

- -
講師謝金、チラシ印刷
代、講師等旅費等その他
経費

- - 245

平成25年度

産業経済部交通政策室

産業経済部観光交流課

産業経済部観光交流課

各種メディア及び観光パ
ンフレット等による情報発
信

2,415,000人（2,665,801
人）

2,000,000人以上（2,377,052人） 2,415,000人（2,489,043人）

18,047

平成25年度

平成25年度

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

各種メディア及び観光パ
ンフレット等による情報発
信

　施策３-５　観光・交流

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

168 ターミナル等施設の維持
管理

ターミナル等施設の維持
管理

19,002 18,916 19,401

ターミナル等施設の維持
管理

平成24年度

観光客の受入体制の強化に努め、お
もてなし力のある観光地づくりを目指
す。

平成23年度 平成24年度

外国人住民に対し、市役
所窓口業務に伴う通訳及
び生活情報等の提供・説
明を行う

平成25年度
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平成25年度

産業経済部観光交流課

補助金の交付

935 816 500

人件費の補助

8,259 6,083 5,883

松阪国際交流協会負担
金

松阪国際交流協会負担
金

松阪国際交流協会負担
金

平成25年度

平成25年度

産業経済部観光交流課

【主】国際・国内交流の推進

179

国際交流促進事業

松阪国際交流協会の運営に参画、助
成することにより市と連携した地域の
国際化を進める。

平成23年度 平成24年度

178

550

平成23年度 平成24年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部観光交流課

-

- - -

平成24年度

バンガロー改修、管理棟
フロアー改修

- - 5,387

露天貯湯槽用ボイラー熱
源ポンプ他取替修理、ホ
テル棟屋根修理

温泉水中ポンプ入替修
繕、ボイラー部品取替等
修繕、空調設備修繕ほか

露天風呂等各種調節器
部品取替修繕、浄水場ポ
ンプ取替、ボイラー部品
取替

301 6,190 4,683

土地鑑定手数料、公有財
産購入費、プロポーザル
審査委員報酬

平成25年度

産業経済部観光交流課

登山道等整備事業

登山道の整備を行い、観光客の安全
性を向上することを目的とする。

平成23年度

平成24年度

産業経済部観光交流課

117,939

飯高森林とのふれあい環境整備施設整備事業

飯高森林とのふれあい環境整備施設
の設備修繕を行い、観光客の利便性
や快適性の向上を図る。

【主】観光担い手の育成

観光協会運営費補助金

観光振興、物産振興を図ることを目的
に、松阪市観光協会職員及びパート職
員に係る人件費の補助を行う。

- 6,278

産業経済部観光交流課

産業経済部観光交流課

- -

175

飯高ホテルスメール関連施設整備事業

飯高ホテルスメール関連施設の設備
修繕を行い、観光客の利便性や快適
性の向上を図る。

平成23年度

-
深野だんだん田公衆トイ
レ新築

平成23年度

- -

平成24年度

177

観光施設整備事業

観光施設や資源の活用を図り、魅力
的な観光地の形成に寄与することを目
的とする。

176

174

平成23年度 平成24年度

【主】観光資源の発掘、活用、創造による交流人口の増加

平成25年度

173

リバーサイド茶倉施設整備事業

リバーサイド茶倉、茶倉駅の施設修繕
を行うことで、利用者の利便性や快適
性の向上を図る。

平成23年度 平成24年度

産業経済部観光交流課

- 茶倉駅屋根塗装工事

茶倉駅外壁塗装工事、茶
倉コテージ屋根、外壁改
修工事、茶倉空調設備改
修工事

- 1,368 4,039

平成25年度

人件費の補助 人件費の補助

180

国際交流事業団体補助金

松阪市国際交流基金を活用して、国際
交流活動を行う学校・団体に対し、そ
の経費の一部を助成する。

平成23年度 平成24年度

補助金の交付 補助金の交付

550 550
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JR松阪駅前広場修景整
備工事

JR松阪駅前広場修景整
備工事、市道松阪駅南北
線（地下道）修景整備

-

都市整備部都市計画課

【重】JR松阪駅前広場の整備

185 中心市街地の整備を行うためにJR松
阪駅前広場等の整備を行う。

平成23年度

-184に含む 184に含む

平成24年度 平成25年度

『松阪まちなか再生プラ
ン』に続く「“豪商のまち松
阪”活き生きプラン」を推
進

77,672 27,515 570

平成25年度

都市整備部都市計画課

【重】松阪まちなか再生プランの推進

184

中心市街地整備事業

「松阪まちなか再生プラン」に掲げる具
体的施策（60項目）の事業推進を図
る。

平成23年度 平成24年度

60項目の具体的施策を
実行、元気なまちづくり発
表会の開催

60項目の具体的施策を
実行、元気なまちづくり活
動発表会、市民アンケー
ト、市民意見聴取会

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

57項目以上（60項目） 60項目（60項目） 達成済み（60項目）

項　　　　　　　　目

松阪まちなか再生プラン60項目の施策着手数

平成23年度 平成24年度

【重】都市計画区域の統合

183

都市計画基礎調査事業

都市計画法第6条により、区域区分や
用途地域などの都市計画を定める際
の基準を得るための調査として位置づ
けられている都市計画基礎調査を行
う。

- 3,098

友好交流事業の実施

314 502 173

-
松阪市都市計画基礎調
査業務委託

-

公民館英会話教室、学
校・保育園等訪問活動、
翻訳・通訳、まちづくり交
流事業等の実施

公民館英会話教室、学
校・保育園等訪問活動、
翻訳・通訳、まちづくり交
流事業等の実施

公民館英会話教室、学
校・保育園等訪問活動、
翻訳・通訳、まちづくり交
流事業等の実施

496 543 493

平成25年度

産業経済部観光交流課

都市整備部都市計画課

　施策３-６　都市計画

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成25年度

平成25年度

都市整備部都市計画課

平成23年度 平成24年度

都市計画道路見直しに
かかる根拠資料の作成・
整理、都市計画決定図書
の作成

- -

181

国際交流員（CIR）事業

国際交流員（CIR）との交流等を通じ
て、相互の文化と社会について理解を
深め国際社会に対応できる人材の育
成を図る。

平成23年度 平成24年度

産業経済部観光交流課

平成25年度

平成23年度 平成24年度

友好交流事業の実施 友好交流事業の実施
182

友好都市交流事業

松阪市と中国無錫市濱湖区との友好
都市提携の締結に基づき、友好交流
事業を実施する。

【主】都市計画施設等の見直し

186

長期未整備都市計画道路検証事業

都市計画道路見直しにかかる根拠資
料の作成・整理、都市計画決定図書を
作成する。

- -

-
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屋外広告物の許可、措置
命令指導、指定事務、簡
易除却等

2,564 2,592 2,600

景観絵画コンクール、各
作品を使った啓発活動、
景観重点地区（候補）の
景観交流会の開催

190に含む 190に含む 190に含む

建築物等の届出、重点地
区の推進、啓発等

建築物等の届出、重点地
区の推進、啓発等

建築物等の届出、重点地
区の推進、啓発、修景整
備補助、公共事業景観形
成ガイドラインの試行等

3,592 930 7,071

【主】景観計画等の推進

190

都市景観推進事業

松阪市景観計画、景観条例に基づき、
届出制度による良好な景観の形成や
景観重点地区等の指定に向けた取り
組み、景観普及啓発など景観推進事
業を立ち上げ、景観行政を推進する。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

「市場庄地区」の景観重
点地区指定

- 190に含む 190に含む

2地区（0地区） 2地区（1地区） 3地区（2地区）

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

-

【主】緑の基本計画の策定

187 緑地の保全及び緑化の目標、都市公
園の整備方針、緑化の推進の方針な
どについて定める。

平成23年度 平成24年度

- -

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

都市整備部都市計画課

都市整備部都市計画課

都市整備部都市計画課

都市整備部都市計画課

都市整備部都市計画課

　施策３-７　景観づくり

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

項　　　　　　　　目

【重】美しい都市景観づくりの普及・啓発

平成23年度 平成24年度

【重】歴史文化的景観形成の推進

188
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。

-
「通り本町・魚町一丁目
周辺地区」の景観重点地
区指定

景観重点地区の指定

- -

平成23年度 平成24年度

景観絵画コンクール、景
観重点地区（候補）の景
観交流会の開催

景観絵画コンクール、景
観重点地区（候補）の景
観交流会、「景観まちづく
りシンポジウムの開催

平成24年度

【主】屋外広告物の規制誘導

191

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。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、簡
易除却等

屋外広告物の許可、措置
命令指導、指定事務、簡
易除却等

189 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。
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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 
（単位：千円） 

 施  策 施 策 の 展 開 事業数 事業費 

1 農業 

[重] 農業振興地域整備計画に基づく農業の振興 

[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 

[主] 生産調整の推進 

[主] 安全安心で地域の特性を生かした農畜産物の振興 

18 504,758 

2 林業 

[重] 原木の安定供給に向けた取り組みの推進（生産） 

[重] 森林の公益的機能の向上（環境） 

[重] 地域材の需要拡大（木材利用） 

[主] 担い手の育成 

[主] 獣害対策の推進 

12 405,126 

3 水産業 

[重] 漁業環境整備の推進 

[重] つくり育て管理する漁業の推進 

[主] 水産物の特産振興 

[主] 担い手の育成と後継者の確保 

 5 241,613 

4 商工業・企業立地 

[重] 魅力ある商業活動の推進 

[重] 工業の振興 

[重] 企業立地の推進 

[主] 経営基盤の充実と関係団体との連携強化 

[主] 地域内における企業間連携と交流の推進 

12 367,893 

5 
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 

[重] 消費者教育・啓発事業の推進 

[主] 労働環境の整備促進 

[主] 勤労者福祉の促進 

[主] 消費生活相談窓口の強化 

 8 144,414 

6 競輪 

[重] 競輪場経営の効率化 

[重] 魅力があり、集客力のある競輪場づくり 

[主] ファンサービスの充実 

 5 341,012 

  計 60 2,004,816 

 

 

 

 

 

 

 

 





14,181 14,316

朝見上地区（区画整理
A=13.9ha）

60,933 70,102 30,966

本庁4地域、嬉野3地域、
飯南4地域、飯高3地域の
計13地域に交付金を交
付

本庁4地域、嬉野3地域、
飯南4地域、飯高3地域の
計14地域に交付金を交
付

本庁4地域、嬉野3地域、
飯南4地域、飯高3地域の
計14地域に交付金を交
付

7,836 7,836 7,836

平成25年度

平成25年度

産業経済部農水振興課

200 200 200

経営感覚に優れた組織
の確保等に係る事務処
理

経営感覚に優れた組織
の確保等に係る事務処
理

経営感覚に優れた組織
の確保等に係る事務処
理

2,918 721 560

- 基礎調査の実施 基礎調査の実施

- 2,181 1,649

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

【主】生産調整の推進

197

新たな需給調整システム確立推進事業

松阪市農業再生協議会の生産調整方
針の作成等に関する助言・指導、水稲
生産実施計画書の配付・回収及び実
施状況の確認等を行う。

平成23年度 平成24年度

生産調整方針作成等に
関する助言・指導、実施
状況の確認等を実施

生産調整方針作成等に
関する助言・指導、実施
状況の確認等を実施

生産調整方針作成等に
関する助言・指導、実施
状況の確認等を実施

15,193

産業経済部農水振興課

平成24年度

産業経済部農村整備課

産業経済部 林業・農山村振興課

【重】平坦地域における農業の振興

193

農業後継者対策事業補助金

松阪市農村青少年協議会が実施する
各種研修会、視察研修、地域の小学
校における農業教育支援、イベントへ
の参加など、各種組織活動に対する
支援を行う。

平成23年度

195

県営経営体育成基盤整備事業負担金

農地の集団化、担い手の集積のため
に、生産基盤と生活環境の一体的な
整備を実施する。

194

農業経営基盤強化促進事業

市が策定する「農業経営基盤の強化
の促進に関する基本構想」に掲げた経
営感覚に優れた農業経営体（認定農
業者）及び集落営農組織の確保・育
成、農地の貸付及び借受申出（利用権
設定業務）に係る事務処理を行う。

【重】中山間地域等における農業の振興

196

中山間地域等直接支払事業交付金

松阪市に点在する自然的・経済的・社
会的条件が不利な中山間地域等にお
ける集落（地域）での農業生産の維持
を通じて多面的な環境機能を確保する
制度として交付金を交付する。

平成23年度 平成24年度

　施策４-１　農業

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

160経営体（149経営体） 168経営体（148経営体） 175経営体（161経営体）

項　　　　　　　　目

認定農業者数

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

朝見上地区（区画整理
A=43.2ha）櫛田上地区附
帯工一式

朝見上地区（区画整理
A=29.5ha）

61.5％（63.3％）

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

ほ場整備率

【重】農業振興地域整備計画に基づく農業の振興

192

農業振興地域整備計画基礎調査事業

農業振興地域の整備に関する法律第
12条の2に基づき、農業振興地域整備
計画の見直しのための基礎調査を実
施する。

平成23年度 平成24年度

63.7%（63.7%） 63.9%（63.9%）
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負担金の交付 負担金の交付

245 245 244

補助金の交付

2,485 2,494 2,500

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

2,700 2,700 2,700

産業経済部 林業・農山村振興課

補助金の交付

【主】安全安心で地域の特性を生かした農畜産物の振興

200

特産振興事業補助金

松阪赤菜・イチゴ・嬉野大根等をはじ
めとする特産作物振興のため、松阪農
協及び一志東部農協の生産組織育成
を支援する。

平成23年度 平成24年度

201

松阪牛まつり事業

松阪肉牛共進会を中心として松阪牛ま
つりを開催し、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。

平成23年度

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

52,658 52,662 52,667

平成25年度

産業経済部農水振興課

補助金の交付 補助金の交付

4,000 3,920 3,920

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

平成24年度

平成24年度

平成24年度

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

700 656 694

「松阪茶」のPRの実施 「松阪茶」のPRの実施 「松阪茶」のPRの実施

830

平成24年度

1,400 900

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

199

飼料用米生産推進事業補助金

飼料用米の作付を行う生産者に対し
1,982円／10aを助成。また、市内の生
産者が生産した飼料用米を利用する
畜産農家に対し、1.851円/kgを助成
し、飼料用の定着・安定化を図る。

198

水田農業支援対策事業補助金

米の需要均衡を図るため米の安定生
産と生産調整(転作)のバランスのとれ
た継続的な水田農業の振興を円滑に
推進するため支援する。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

補助金の交付

平成24年度

産業経済部農水振興課

平成25年度

松阪牛まつりの開催 松阪牛まつりの開催 松阪牛まつりの開催

15,789 15,228 15,684

平成25年度

平成25年度

202

茶防霜施設設置補助金

茶防霜施設のファン本体を新規に設
置または改修する生産者に対し、補助
金を交付する。

平成23年度

204

各種団体等負担金（農業振興）

農業振興を図る団体等への負担金。

203

松阪茶PR推進事業

松阪市の特産品である「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。

平成23年度

平成23年度

205

松阪肉牛共進会出品奨励事業補助金

松阪肉牛共進会への出品牛である特
産松阪牛に対し、長期肥育のコスト負
担を軽減し、特産松阪牛の振興を図
る。

平成23年度

補助金の交付

負担金の交付
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平成25年度

211

生産林活性化モデル事業補助金

木材価格低迷などへの対応から、施
業団地の集約化などで生産コストの削
減を行う。（協業化促進事業、地域森
林計画精度向上事業、作業道開設等
に対する補助）

平成23年度 平成24年度

1,000 500

2,940 3,600

206

特産松阪牛出荷奨励事業補助金

松阪牛枝肉をネットオークションに出品
される特産松阪牛を対象に奨励補助
金を交付し、特産松阪牛の情報発信と
安定的な出荷・供給を促進のため生産
振興図る。

平成23年度 平成24年度

2,720

平成23年度 平成24年度

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

2,400

209

飯高地域資源活用交流施設整備事業

地域資源を活用した農林業と観光を核
に地域活性化を図っているが、施設の
老朽箇所を改修し、サービス向上を図
ることで来場者及び売上げの向上に
努める。

平成23年度 平成24年度

500

消防設備等改修（自動火
災報知設備、誘導灯、屋
内消化栓等）及び渡り廊
下改修

- 農産物直売所改修

5,996 - 3,383

1,680

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

4,190

松阪牛のPRの実施 松阪牛のPRの実施 松阪牛のPRの実施

産業経済部農水振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

項　　　　　　　　目

森林整備（間伐実施目標）

林道整備

地域材木造住宅基本設計支援（H19～H25
年度設計支援目標）

106棟（111棟）

【重】原木の安定供給に向けた取り組みの推進（生産）

210

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や、生
コンクリート等修繕用材料の支給及び
事業用建設機械使用料の負担によっ
て林業の維持・管理を促進する。

平成23年度 平成24年度

産業経済部 林業・農山村振興課

平成25年度

舗装工事1路線の実施等 舗装工事2路線の実施等 舗装工事1路線の実施等

15,384 11,994 11,582

296.8km（295.9km） 297.8km（298.0km） 298.9km（298.7㎞）

46棟（51棟） 71棟（76棟）

　施策４-２　林業

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

5,856ha（6,424ha） 6,539ha（7,685ha） 7,500ha（8,700ha）

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成24年度

208

松阪牛PR推進事業

消費者に松阪牛の安全安心を提供す
る「松阪牛個体識別管理システム」を
はじめ、松阪牛の取り組みを広くＰＲし
松阪牛の更なる発展を図る。

平成23年度

207

特産松阪牛素牛導入促進事業補助金

特産松阪牛となる兵庫県産素牛の導
入支援、地域産稲ワラの利用促進に
より市内の特産松阪牛肥育農家のコ
スト負担等を軽減し、市内の特産松阪
牛生産振興を図る。

[交付先]松阪飯南森林組
合、[実施地域]本庁管内

[交付先]松阪飯南森林組
合、[実施地域]嬉野管内

[交付先]松阪飯南森林組
合、[実施地域]嬉野管内

5,300 5,200 5,600
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共済掛金の一部を補助 共済掛金の一部を補助 共済掛金の一部を補助

679 608 586

3,175

住宅基本設計支援及び
地域材利用促進活動経
費

住宅基本設計支援及び
地域材利用促進活動経
費

住宅基本設計支援及び
地域材利用促進活動経
費

3,400 4,150 5,650

公共施設等緑化木の手
入れ等の委託、自治会等
の植樹用の苗木等を配
布

388 387 387

-
井戸ろ過機修繕
（ろ材交換・ろ過機外面塗
装等）

井戸系統配管薬品洗浄

- 1,785 803

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

【主】担い手の育成

218

林業労働者退職金共済掛金補助事業

松阪市内において、林業労務に従事
し、松阪市内に住所を有する65歳以下
の者で、独立行政法人勤労者退職金
共済機構の退職金共済に加入してい
る者を有する事業者について、補助を
行う。

平成23年度 平成24年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

林道整備交付金事業

林業生産の基盤整備（林道開設）によ
り、労働条件の改善、生産コストの縮
減、木材輸送の効率化及び安全を図
る。

平成23年度 平成24年度

体育館屋根塗装改修工
事

【重】森林の公益的機能の向上（環境）

212

産業経済部 林業・農山村振興課

林道中谷線、林道下の谷
線

林道中谷線、林道下の谷
線の整備

林道中谷線整備

40,242 32,001 23,000

214

緑化推進事業

公共施設等の緑化木の手入れ等など
を委託、また自治会等に植樹用の苗
木等を配布し、地域の緑化を図る。

平成23年度 平成24年度

213

森林環境創造事業

荒廃森林（環境林）の間伐施業等を実
施することにより、森林内に光を入れ、
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。

平成23年度 平成24年度

公共施設等緑化木の手
入れ等の委託、自治会等
の植樹用の苗木等を配
布

公共施設等緑化木の手
入れ等の委託、自治会等
の植樹用の苗木等を配
布

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

間伐、受光伐、下刈、歩
道、簡易作業道開設整
備、面積調査、巡視等の
実施

57,327 65,484 60,003

間伐、受光伐、下刈、歩
道、簡易作業道開設整
備、面積調査、巡視等の
実施

間伐、受光伐、下刈、歩
道、簡易作業道開設整
備、面積調査、巡視等の
実施

215

森林公園施設整備事業

施設利用者が安全安心に利用できる
よう施設の整備を行う。

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【重】地域材の需要拡大（木材利用）

217

林業生産流通総合対策事業

顔の見える松阪の家づくり協議会が行
う「安心システム」で、松阪地域の木材
を使った木造住宅の建設に支援を行
う。また、地域材やあかね材の需要拡
大に向けたイベント開催等でPRを行
う。

216

飯高林業総合センター施設整備事業

林業振興と住民福祉の向上、林業就
労者の研修及びコミュニケーションの
場として設置されたが、雨漏りがあり利
用者に不便をきたしているため、改修
を行う。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

- -

- -
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櫛田川河口域にヨシエビ
の放流

300 300 300

1,520

堤体工事、附帯工事、積
算業務委託等

堤体工事、附帯工事、積
算業務委託等

-

116,929 107,477 -

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

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

補助金の交付

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

215名（185名） 217名（171名） 220名（157名）

13,495

補助金の交付 補助金の交付

4,801

500t（1,141ｔ）

有害鳥獣捕獲補助金

項　　　　　　　　目

漁業組合員数

アサリの生産数

猟師漁港海岸保全施設整備率

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部 林業・農山村振興課

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

平成25年度

【重】つくり育て管理する漁業の推進

223

稚鮎等放流事業補助金

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

3,144

補助金の交付

15,128

2,600 2,600 2,600

櫛田川河口域にヨシエビ
の放流

平成23年度 平成24年度

【重】漁業環境整備の推進

222

海岸保全施設整備事業

猟師漁港海岸保全施設整備事業堤体
等改修工事を実施する。

櫛田川上流漁協等内水面漁協が行う
稚鮎及びあめご放流事業に対して補
助金を交付する。

平成23年度 平成24年度

224

水産資源増殖事業費補助金

県栽培漁業基本計画に基づき伊勢湾
内へ計画的にヨシエビを放流する。

平成23年度 平成24年度

櫛田川河口域にヨシエビ
の放流

有害鳥獣の捕獲をより効果的に実施
するため、特定の有害鳥獣1頭当りに
対して補助を行う。

平成23年度 平成24年度

平成23年度

【主】獣害対策の推進

219

有害鳥獣対策事業

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、地域住民自らが追い払いを実施
する事業を行う。

平成23年度

221

有害鳥獣防護柵設置補助金

平成24年度

平成24年度

2,645 3,065

補助金の交付 補助金の交付

3,945

2,268

1,200t（2,342t） 800t（708ｔ）

85％（84.3%） 90％（95.0%） 100%（100.0%）

　施策４-３　水産業

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

野生獣（イノシシ、シカ、サルなど）によ
る農作物の被害防止のため、防護柵
設置に係る原材料費に対して補助を
行う。

220
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補助金の交付

8,460 8,280 5,434

セミナーの開催 セミナーの開催 セミナーの開催

164 204 207

500

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

- - -

稚貝放流、移動放流、漁
場改善

稚貝放流、移動放流、漁
場改善

稚貝放流、移動放流、漁
場改善、高品質なアサリ
生産の推進

2,500 2,500 2,500

項　　　　　　　　目

中心商店街空き店舗件数

商店街・個店向上セミナー等の回数・参加人数

企業間交流会・技能者研修会等の回数・参加人数

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

産業経済部農水振興課

平成25年度

平成25年度

水産物消費拡大イベント
の開催

-

平成25年度

平成25年度

産業経済部商工政策課

産業経済部商工政策課

230

まちなか開業塾開催事業

商店街における新規創業者に対する
セミナーを開催する。

平成23年度 平成24年度

229

商店街空き店舗等出店促進補助金

中心市街地の商店街振興組合の地域
にある空店舗等に出店する事業者に
対し改装費、家賃の一部を補助する。

平成23年度

平成24年度

【主】水産物の特産振興

226

水産物消費拡大推進事業補助金

水産物の地産地消を推進し、漁業協
同組合が中心となって、「あさりまつり」
や「黒ノリオーナー制度」などの体験・
直販イベントにより漁業振興や地域活
性化を図る。

225

アサリ資源増殖事業補助金

漁場の底質改善を図るとともに、アサ
リ資源増殖のための稚貝放流を行う。
また稚貝産卵場の過密防止のための
移動放流や、高品質なあさりを生産す
る試験を漁場内において実践し、効果
的な資源増殖を図る。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

黒ノリオーナー制度や水
産物消費拡大事業の支
援

水産物消費拡大イベント
の開催

500

227

県・市・漁協が連携して水産技術の研
究、協議を推進し、漁協青壮年部・女
性部等の生産者組織の漁業振興活動
を支援することで担い手の育成や後継
者の確保を進める。

平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成23年度 平成24年度

【重】魅力ある商業活動の推進

228

商店街活性化総合事業補助金

商店街の活性化を図り、地域の街づく
りを推進する。

産業経済部商工政策課

平成25年度

総合事業、空き店舗活用
事業、イベント事業の実
施に係る商店街連合会
への補助

総合事業、空き店舗活用
事業、イベント事業の実
施に係る商店街連合会
への補助

総合事業、空き店舗活用
事業、イベント事業の実
施に係る商店街連合会
への補助

3,223 3,303 3,071

3回・350人（3回・277人） 6回・400人（6回・384人） 4回・400人（5回・478回）

平成24年度

補助金の交付 補助金の交付

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

　施策４-４　商工業・企業立地

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

37件（43件） 34件（41件） 31件（36件）

2回・40人（2回・54人）  3回・50人（3回・76人） 3回・50人（3回・55人）

【主】担い手の育成と後継者の確保
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GS世代研究会参加、地
元企業の新たな販路拡
大支援

403 668 1,430

補助金の交付

27,900 27,600 27,300

-
創業セミナーの開催、市
内中小事業所の訪問調
査

創業セミナーの開催、創
業支援

- 4,934 2,000

奨励金の交付

42,517 73,998 76,242

保証料の補給 保証料の補給 保証料の補給

6,661 6,232 6,039

セミナーの開催

54 54 54

企業誘致訪問活動、工場
立地意向調査、市内産業
用地および工場適地の
パンフレット作成

企業誘致訪問活動、工場
立地意向調査、市内産業
用地および工場適地の
パンフレット作成

企業誘致訪問活動、工場
立地意向調査、市内産業
用地および工場適地の
パンフレット作成

2,935 2,752 4,303

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部企業連携誘致推進室

産業経済部商工政策課

産業経済部商工政策課

産業経済部商工政策課

【主】経営基盤の充実と関係団体との連携強化

234

小規模事業資金保証料補給金

三重県中小企業融資制度の小規模事
業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。

平成23年度 平成24年度

233

235

商工団体補助金

商工団体への補助金を交付する。

平成23年度 平成24年度

補助金の交付 補助金の交付

236

地域ビジネスサポート事業費

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。

平成25年度

平成25年度

産業経済部商工政策課

産業経済部企業連携誘致推進室

【重】工業の振興

231

ものづくり技能者交流フォーラム開催事業

松阪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り組み等に関
しての発表の場を提供するためにセミ
ナーを開催する。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【重】企業立地の推進

232

企業誘致推進事業

新たな優遇措置のPR活動と企業訪問
活動を中心に据えた積極的な誘致活
動を展開し、効果的な企業立地を実現
するために戦略的な企業誘致活動を
展開する。

セミナーの開催 セミナーの開催

企業立地促進奨励金

地域での積極的な魅力づくりと独自性
を活かした新たな奨励金を創設したこ
とにより、進出企業における初期の設
備投資を軽減し、効果的な企業の立地
を実現させる。

平成23年度 平成24年度

奨励金の交付 奨励金の交付

平成23年度 平成24年度

平成24年度

237

企業連携推進事業

全国から集う企業・自治体等が連携し
「ＧＳ世代研究会」を立ち上げ、新しい
日本の目指すべき方向性を探り、時代
にあったビジネスを起こし、商品や
サービスの開発を行い地域活性化を
図る。

平成23年度

産業経済部企業連携誘致推進室

平成25年度

GS世代研究会設置、地
元企業の新たな販路拡
大支援

GS世代研究会参加、地
元企業の新たな販路拡
大支援
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消費生活の情報提供と
消費者相談窓口の整備・
強化

2,496 2,189 2,077

-

153 102 -

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

11,400 10,700 10,700

平成25年度

平成25年度平成24年度

産業経済部商工政策課

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

3,135 6,372 3,502

就職面接会の開催 就職面接会の開催
元気まつさか産業ビジリ
ンピック会場で、就職面
接会開催

292 281 295

- - 総合産業フェアの開催

- - 8,462

【重】消費者教育・啓発事業の推進

243

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。

平成23年度

消費生活の情報提供と
消費者相談窓口の整備・
強化

消費生活の情報提供と
消費者相談窓口の整備・
強化

平成25年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部商工政策課

産業経済部企業連携誘致推進室

産業経済部商工政策課

産業経済部商工政策課

　施策４-５　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

240

元気まつさか就職面接会開催事業

松阪公共職業安定所と連携し、求人企
業別のブースを設け、若年・中高年者
を対象とする就職面接会を開催する。

平成23年度

239
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

産業経済人交流事業

講演会・懇談会を中心に、企業立地を
誘発する松阪市の様々な魅力を情報
発信するとともに、広域的なネットワー
クの構築が効果的に実現するよう産業
経済人との連携を図る。

平成23年度 平成24年度

平成24年度

中京圏・首都圏の産業経
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

241

【主】地域内における企業間連携と交流の推進

238

元気まつさか産業ビジリンピック開催事業

地域企業ブース、地域特産物販売、講
演会を行なうことで地域企業・地域特
産品をPRする総合産業フェアを開催す
る。

平成23年度 平成24年度 平成25年度

就職支援企業見学会開催事業

市内の優良な会社を若年者に紹介す
る仕事探しと企業の魅力発見バスとし
て、企業見学会を開催する。

平成23年度 平成24年度

企業見学会の開催
企業見学会の開催、ミニ
面接会の開催

242

高年齢者就業機会確保事業費補助金

高年齢者の能力をいかした就業機会
を提供することにより、高齢者自身の
いきがいと健康づくりを提供し活力ある
地域社会づくりを図っている松阪市シ
ルバー人材センターへの運営費の補
助を行う。

平成23年度 平成24年度

産業経済部商工政策課
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ポスター・ニュース印刷、
看板・新聞・テレビ・ラジ
オ広告等

38,756 35,152 13,230

勤労者総合福祉センター
多目的ホール照明設備
改修工事

- - 8,475

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

2,496 2,189 2,077

補助金の交付

28,000 28,000 28,000

補助金の交付
(労働者連帯活動補助
金）

補助金の交付
(労働者連帯活動補助
金）

補助金の交付

1,450 1,400 1,400

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

76 69 97

平成25年度

【主】労働環境の整備促進

244

企業内人権啓発事業

企業内の人権啓発を推進するため、ポ
スターの送付、研修会の開催などを実
施する。

平成23年度

産業経済部商工政策課

産業経済部商工政策課

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部商工政策課

産業経済部商工政策課

産業経済部競輪事業所

平成24年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】勤労者福祉の促進

245

勤労者総合福祉推進事業費補助金

事業主が雇用する労働者への福祉事
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

246

労働者福祉推進事業費補助金

各種研修会、地域ボランティア活動
等、労働者の福利厚生事業や連帯活
動を推進する事業に対し補助を行う。

平成23年度 平成24年度

産業経済部商工政策課

平成25年度

　施策４-６　競輪

【重】競輪場経営の効率化

【主】消費生活相談窓口の強化

248
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。

平成23年度

247

ワークセンター松阪施設整備事業

ワークセンター松阪の施設整備を行
い、利用者の安全確保と利便の向上
を図り、利用の増加を目指す。

平成23年度 平成24年度

- -

249

広告宣伝事業

開催告知案内等の周知を行う。

平成23年度 平成24年度

ポスター・ニュース印刷、
看板・新聞・テレビ・ラジ
オ広告等

ポスター・ニュース印刷、
看板・新聞・テレビ・ラジ
オ広告等
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競輪ホームページの運
営、インターネットライブ
放映、電子新聞インター
ネット配信

26,366 25,040 18,729

競輪場及び川越場外の
施設整備

28,358 - -

粗品・記念品の配布、無
料送迎バス、ファン用駐
車場、ファン用大型給茶
機等

粗品・記念品の配布、無
料送迎バス、ファン用駐
車場、ファン用大型給茶
機等

粗品・記念品の配布、無
料送迎バス、ファン用駐
車場、ファン用大型給茶
機等

39,916 45,470 22,550

本場・川越各施設設備修
繕及び緊急時の施設維
持修繕

本場・川越各施設設備修
繕及び緊急時の施設維
持修繕

本場・川越各施設設備修
繕及び緊急時の施設維
持修繕

23,141 22,273 2,031

【重】魅力があり、集客力のある競輪場づくり

250

施設維持修繕事業

競輪施設の維持修繕を行う。

平成23年度 平成24年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

産業経済部競輪事業所

産業経済部競輪事業所

産業経済部競輪事業所

産業経済部競輪事業所

平成24年度

【主】ファンサービスの充実

252

ファンサービス事業

ファンサービスの充実を図る。

251

施設整備事業

競輪場及び川越場外の施設整備を行
う。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

競輪場及び川越場外の
施設整備

競輪場及び川越場外の
施設整備

253

インターネット活用事業

インターネットを活用した開催告知、
レース実況を行う。

平成23年度 平成24年度

競輪ホームページの運
営、インターネットライブ
放映、電子新聞インター
ネット配信

競輪ホームページの運
営、インターネットライブ
放映、電子新聞インター
ネット配信
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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 

市民が安心して快適な生活を送り、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、犯罪を未然に防いで被害を最小限に抑えると

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 
（単位：千円） 

 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 

[重] 交通安全教室の実施 

[主] 交通環境整備の調査分析 

 4 84,149 

2 防災 

[重] 地震対策の充実 

[重] 自主防災・地域防災体制の強化 

[重] 防災意識の高揚 

[主] 情報伝達と避難体制の充実 

[主] 関係機関との連携と応援体制の充実 

 10 587,766 

3 
消防・救急・救

助 

[重] 救急相談事業の推進 

[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 

[主] 火災等各種災害予防の推進 

[主] 自主防災体制の強化 

[主] 予防指導の強化 

[主] 消防水利の整備 

[主] 救助体制の強化 

10 318,601 

4 防犯 

[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 

[主] 防犯啓発および防犯対策の推進 

[主] 自主防犯活動の組織化および活動支援 

[主] 犯罪抑止設備（防犯灯等）の整備促進 

[主] 地域や関係機関との連携の強化 

 3 16,320 

5 環境 

[重] 環境にやさしい活動の実践 

[重] 環境マネジメントプログラムの推進 

[主] 環境監視体制の充実 

[主] 地球環境問題への取り組み 

[主] 合併処理浄化槽の設置促進 

[主] 動物愛護意識の高揚 

[主] 斎場（火葬場）・霊苑施設の利便性の向上 

14 652,263 

6 資源循環型社会 

[重] ごみ処理一元化の推進 

[重] ごみ減量と再利用の推進 

[重] 不法投棄防止の啓発 

[主] 環境教育・啓発の推進 

[主] 資源物回収の推進 

[主] 指定ごみ袋の導入 

 8 2,809,483 
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 施  策 施 策 の 展 開 事業数 事業費 

7 道路・河川 

[重] 幹線道路網の整備 

[重] 浸水対策の推進 

[重] 道路の安全対策の推進 

[主] 橋りょうの耐震補強整備 

[主] 道路・橋りょうの適正な維持管理 

14 2,799,534 

8 住宅・公園 

[重] 公営住宅のストック管理 

[重] 総合運動公園の整備促進 

[主] 身近な公園の整備推進 

[主] 公園施設の整備・充実 

 7 2,233,600 

9 
上水道および簡

易水道 

[重] 基幹水道施設の耐震化 

[重] 管路の整備 

[主] 簡易水道施設の整備 

[主] 安全で良質な水道水の供給 

 7 4,697,936 

10 下水道 

[重] 雨水ポンプ場施設の整備と更新 

[重] 適正な排水処理の推進 

[重] 浸水被害への対策 

[主] 水洗化の促進 

 7 7,335,361 

  計 84 21,535,013 

 

※ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成25年度

　施策５-２　防災

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成25年度末

一般木造住宅の耐震診
断の実施

5,625 5,761 5,761

四季の運動啓発、交通安
全フェスタ、各種広報媒
体を通じた交通安全啓発
等

四季の運動啓発、交通安
全フェスタ、各種広報媒
体を通じた交通安全啓発
等

四季の運動啓発、交通安
全フェスタ、各種広報媒
体を通じた交通安全啓発
等

4,033 6,895 8,045

ヒヤリハット地図の作成、
路面標示シートの設置、
交通安全教室の開催

ヒヤリハット地図の作成、
路面標示シートの設置、
交通安全教室の開催

ヒヤリハット地図の作成、
路面標示シートの設置、
交通安全教室の開催

5,197 7,397 7,402

交通安全教育指導員「と
まとーず」による啓発等

交通安全教育指導員「と
まとーず」による啓発等

交通安全教育指導員「と
まとーず」による啓発等

6,088 6,532 5,749

【重】交通安全教室の実施

256

とまとーず交通安全強化事業

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

自転車放置禁止区域と
駐車場利用の周知徹底

8,863

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

危機管理室

平成23年度 平成24年度

達成済み（47件）

【重】地震対策の充実

33件（35件）

258

一般木造住宅耐震診断事業

昭和56年5月31日以前に建築（着工）
された一般木造住宅の耐震診断を実
施し家屋倒壊被害の減少に努める。

項　　　　　　　　目

災害時支援協定件数

自転車放置禁止区域と
駐車場利用の周知徹底

自転車放置禁止区域と
駐車場利用の周知徹底

9,017 8,931

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

平成23年度末 平成24年度末

34件（46件）

　施策５-１　交通安全

【重】交通安全意識の高揚

254

交通死亡事故ゼロ対策事業

四季の交通安全運動と松阪市交通安
全の日を中心に早朝街頭指導等の啓
発活動の実施、イベント等への参加、
FMラジオ等による啓発、スケアード・ス
トレート交通安全教室を実施する。

平成23年度 平成24年度

【主】交通環境整備の調査分析

257

放置自転車対策事業

松阪駅・中川駅周辺における放置自転
車を排除し、道路交通環境保持のため
の対策を推進する。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

255

交通死亡事故ワースト緊急対策事業

市内の自治会を対象に交差点等の危
険箇所を掲載したヒヤリハット地図の
作成、危険箇所へ向けた路面標示
シートの設置、高齢者を対象とした交
通安全教室等を行う。

平成23年度

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。
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9,152 6,011 7,065

防災対策にかかる各種
設備、備品、システム等
の維持管理

防災対策にかかる各種
設備、備品、システム等
の維持管理

防災対策にかかる各種
設備、備品、システム等
の維持管理

25,395 40,262 31,442

嬉野管内の防災行政無
線《同報系》整備

本庁管内及び嬉野管内
の防災行政無線《同報
系》整備

嬉野管内の防災行政無
線《同報系》整備

148,248 217,909 18,776

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を行う。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

266

防災行政無線整備事業

【主】情報伝達と避難体制の充実

高齢者世帯等への耐震
シェルター設置補助

241 250 0

-
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

- 3,740 1,148

自主防災組織の活動推
進のための事業

573 615 1,768

平成23年度 平成24年度

イベント時等及び児童・
生徒等を対象とした啓発

イベント時等及び児童・
生徒等を対象とした啓発

イベント時等及び児童・
生徒等を対象とした啓発

25,194

平成25年度

高齢者世帯等への家具
転倒防止器具取付作業
員の派遣

高齢者世帯等への家具
転倒防止器具取付作業
員の派遣

高齢者世帯等への家具
転倒防止器具取付作業
員の派遣

260

高齢者世帯家具等転倒防止支援事業

大きなタンス等の家具の転倒防止を自
力で出来ない高齢者等の世帯に作業
員を派遣して転倒防止の金具等を取り
付ける。

平成23年度 平成24年度

259

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（着工）
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工事に
際し、補強設計費用及び補強工事費
用等の補助を実施する。

平成23年度

600

一般木造住宅の耐震補
強設計及び補強工事等
補助

一般木造住宅の耐震補
強設計及び補強工事等
補助

一般木造住宅の耐震補
強設計及び補強工事等
補助

危機管理室

危機管理室

危機管理室

危機管理室

危機管理室

危機管理室

危機管理室

危機管理室

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成24年度

261

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。

平成23年度 平成24年度

454 525

263

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。

【重】自主防災・地域防災体制の強化

262

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。

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

平成24年度

15,813 13,004

高齢者世帯等への耐震
シェルター設置補助

高齢者世帯等への耐震
シェルター設置補助

防災行政無線（同報系）の基地局、中
継局及び屋外子局等を整備する。

265

【重】防災意識の高揚

264

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・啓発など、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。

平成23年度 平成24年度

平成23年度
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松阪北消防署の高規格
救急車更新

25,350 - 26,383

-
飯高分署の消防ポンプ自
動車更新

-

- 22,525 -

平成25年度

平成25年度

平成25年度

松阪南消防署の高規格
救急車更新

-

1,073

救急相談委託 救急相談委託 救急相談委託

12,306 12,237 12,237

活動服等の被服・防火
衣・消防用ホースの更新

活動服等の被服・防火
衣・活動用合羽の更新、
情報収集用ラジオの配備

活動服等の被服・防火
衣・活動用合羽の更新、
軽積載車用発電機等の
配備

平成25年度

6,794

耐震性貯水槽1か所、消
防団車庫建替1か所

消防団車庫建替1か所
耐震性貯水槽９か所（昨
年度からの繰越分）、消
防団車庫建替1か所

17,928 12,631 55,066

平成24年度

松阪市防災会議の開催
等

松阪市防災会議の開催
等

松阪市防災会議の開催
等

【主】関係機関との連携と応援体制の充実

危機管理室

松阪地区広域消防組合

消防団事務局

消防団事務局

平成25年度

平成25年度

平成25年度末

80％（82.7%）

149か所（137か所）

松阪地区広域消防組合

松阪地区広域消防組合

272

消防ポンプ自動車購入事業

消防ポンプ自動車を年次計画に基づ
き更新及び配備する。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

271

高規格救急車購入事業

救急車を年次計画に基づき更新及び
配備する。

　施策５-３　消防・救急・救助

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

267

松阪市防災会議事業

松阪市内の防災関係機関が連絡を密
にすることにより、防災協力体制の強
化を図るとともに、その基礎となる地域
防災計画について多角的に審議・熟知
し、有事の際における計画の有効性を
確保する。

平成23年度 平成24年度

514 847

【重】救急相談事業の推進

268

救急相談委託事業

医師・看護師等が24時間体制で対応
する救急医療や応急処置等に関する
電話相談窓口を活用した業務委託を
行う。

平成23年度 平成24年度

項　　　　　　　　目

住宅用火災警報器の設置率

耐震性貯水槽数

平成23年度末

68％（65.1%）

128か所（128か所）

平成24年度末

74％（73.1%）

132か所（128か所）

5,474 7,078

270

消防防災施設整備事業

大地震への対策の一環として、消火用
水の確保等を図るため、年次計画に
基づき40ｔ級耐震性貯水槽を設置す
る。　老朽化した消防団車庫を年次計
画に基づき更新する。

【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

269

消防団防災資機材等整備事業

消防団活動に必要な装備や資機材を
年次計画に基づき配備・更新する。

平成23年度

平成23年度 平成24年度
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公設消火栓の設置・修繕
等

公設消火栓の設置・修繕
等

20,267 16,049 18,843

消防学校への入校研修、
外部講師を招いた研修
会の開催

消防学校への入校研修、
外部講師を招いた研修
会の開催

消防学校への入校研修、
外部講師を招いた研修
会の開催

665 795 966

平成24年度

救急救命士研修

11,427 11,380 8,941

広報チラシの印刷、防災
及び救急講習冊子等の
印刷

広報チラシの印刷、防災
及び救急講習冊子等の
印刷

広報チラシの印刷、防災
及び救急講習冊子等の
印刷

526 431 680

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

平成24年度

査察広報車更新

3,190 - 3,287

平成25年度平成23年度

防火広報車更新 -

実施設計

- - 5,145

平成25年度

平成25年度

平成25年度

消防団事務局

松阪地区広域消防組合

【主】救助体制の強化

279 救助隊員に対する教養・訓練の充実を
図り、救助体制を強化する。

平成23年度

公設消火栓の設置・修繕
等

平成25年度

平成25年度

平成25年度

松阪地区広域消防組合

松阪地区広域消防組合

松阪地区広域消防組合

松阪地区広域消防組合

【主】自主防災体制の強化

276
自治会及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。

平成23年度

【重】救急体制の強化

274

救急救命士研修事業

救急救命士研修を実施する。

平成23年度

273

消防救急デジタル無線等整備事業

消防救急無線のデジタル方式への移
行に伴う活動波の整備を行う。

平成23年度 平成24年度

- -

救急救命士研修 救急救命士研修

松阪地区広域消防組合

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】火災等各種災害予防の推進

275

防火広報事業

広報チラシの印刷と防災及び救急講
習冊子等の印刷を行う。

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】消防水利の整備

278

水道事業会計繰出金

消防水利（消火栓）の設置・維持管理
を行う。

【主】予防指導の強化

277

防火広報車購入事業

消防本部所管の防火広報車等を年次
計画に基づき更新及び配備する。
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活動アンケート及び支援
等の実施

- - -

防犯灯の補助を実施 - -

- - -

活動アンケート及び支援
等の実施

活動アンケート及び支援
等の実施

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

- - -

市・市民・事業者等と一
体となった対策等

市・市民・事業者等と一
体となった対策等

市・市民・事業者等と一
体となった対策等

- - -

防犯啓発の実施 防犯啓発の実施 防犯啓発の実施

- - -

平成23年度 平成24年度

市管理防犯灯の維持管
理、防犯啓発等

市管理防犯灯の維持管
理、防犯啓発等

市管理防犯灯の維持管
理、防犯啓発等

　施策５-４　防犯

【重】防犯対策の充実

280

防犯対策事業

市所管の既設防犯灯の維持管理、防
犯啓発として小学校新一年生等へ防
犯啓発用語入り小旗の配布等を行う。

4,887 4,932 5,788

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

平成23年度 平成24年度

【重】暴力追放運動の推進

地域自主防犯活動団体への活動アン
ケート調査及び発足促進、活動資機材
の貸与等を行う。

平成23年度 平成24年度

【主】自主防犯活動の組織化および活動支援

【主】防犯啓発および防犯対策の推進

283

防犯意識アンケート調査の実施や防
犯訓練、講話の実施、各種犯罪件数・
傾向等の情報提供を行うとともに、各
種イベント、広報等で時勢に応じた防
犯啓発を実施する。

【重】防犯意識の高揚

282 『松阪市生活安全・安心基本計画』に
基づき、市、市民、事業者等が一体と
なった防犯意識高揚を図る。

平成23年度 平成24年度

281
「松阪市暴力団排除条例」及び「松阪
市が設置する公の施設からの暴力団
排除措置要綱」等に基づき、地域社会
からの暴力追放を推進する。

平成23年度 平成24年度

【主】犯罪抑止設備（防犯灯等）の整備促進

285
※防犯灯等の設置補助金を廃止。

平成23年度 平成24年度

284
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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

1,160 948 1,188

河川水質調査、海域水質
調査、河川底質調査、ダ
イオキシン類水質調査、
地下水調査

河川水質調査、海域水質
調査、河川底質調査、ダ
イオキシン類水質調査、
地下水調査

河川水質調査、海域水質
調査、河川底質調査、ダ
イオキシン類水質調査、
地下水調査

4,808 5,082 5,315

322

「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

349 265 511

前期に環境マネジメント
システムを構築、10月よ
り運用開始

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

174 247 297

平成18年度に策定した
「松阪市環境基本計画」
の中間見直し

「松阪市環境基本計画-
中間見直し版-」（概要
版）の印刷製本

市民、市民団体、事業
者、行政が協働して計画
の推進を図る

557 307 -

平成25年度

平成25年度

平成25年度

119

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

87 84 101

-
セーフコミュニティに関す
る研究・調査、トップマネ
ジメント研修等

セーフコミュニティに関す
るネットワーク会議の設
置等

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

環境生活部地域安全対策課

環境生活部地域安全対策課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

　施策５-５　環境

【重】環境にやさしい活動の実践

288

環境パートナーシップ会議事業

うるおいある豊かな環境の保全と創造
に向けた取組をより実効あるものとす
るため、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組織づく
りを進める。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

287

セーフコミュニティ推進事業

WHOが推奨するセーフコミュニティに
取り組むため、横断的な組織を設置
し、課題や問題点を整理するとともに
認証取得に向けた取組を進める。

-

【重】環境マネジメントプログラムの推進

289

Matsusaka-EMS事業

松阪市独自の方式を採り入れた新し
い環境マネジメントシステムの継続的
な運用を図る。

【主】地域や関係機関との連携の強化

286

安全・安心施策推進協議会事業

防犯対策等にかかる情報交換・検討・
協議を行う。

【主】環境監視体制の充実

291

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、大気環境
調査を実施する。

平成23年度 平成24年度

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

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

290

環境基本計画策定事業

「環境基本計画」で掲げた、めざすべき
環境像である「うるおいある豊かな環
境につつまれるまち  まつさか」の実現
に向けて、市民、市民団体、事業者、
行政が協働して取り組む。

292

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、海域水質、河川
底質、ダイオキシン類調査を実施す
る。

平成23年度 平成24年度
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52,873

集合注射ハガキの送付
による通知、広報掲載、
パンフレット配布などによ
る周知

集合注射ハガキの送付
による通知、広報掲載、
パンフレット配布などによ
る周知

集合注射ハガキの送付
による通知、広報掲載、
パンフレット配布などによ
る周知

4,577 5,036 4,765

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

3,024 2,775 2,670

環境月間等の街頭啓発
活動、各種イベント事業
での啓発活動、花壇の整
備等

740 639 624

ホームページ等での啓発 ホームページ等での啓発 ホームページ等での啓発

- - -

補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

134,307 133,690 129,603

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

環境騒音調査、交通振動
調査

環境騒音調査、交通振動
調査、自動車騒音常時監
視

環境騒音調査、交通振動
調査、自動車騒音常時監
視

596 1,928 1,114

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、事業
場想定外の調査

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、事業
場想定外の調査

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、事業
場想定外の調査

平成24年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

【主】地球環境問題への取り組み

296 省エネルギー・新エネルギー対策など
総合的に施策を推進する。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

295

環境啓発活動事業

環境に対する市民の意識と認識を高
めるため啓発活動を推進する。

平成23年度 平成24年度

環境月間等の街頭啓発活
動、各種イベント事業での啓
発活動、緑のカーテン用苗
配布、花壇の整備等

環境月間等の街頭啓発活
動、各種イベント事業での啓
発活動、緑のカーテン用苗
配布、花壇の整備等

【主】動物愛護意識の高揚

平成24年度

平成25年度

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

294

事業場調査事業

公害防止協定を締結している事業場
の排水、排ガス、悪臭、騒音、振動を
調査し、事業場の監視指導を図る。

293

騒音・振動調査事業

市内の環境騒音、道路交通振動、自
動車騒音調査を実施し、騒音・振動防
止対策の資料とする。

平成23年度

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

平成25年度

2,780 3,085 3,058

平成23年度 平成24年度

298

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。

【主】合併処理浄化槽の設置促進

297

浄化槽設置整備補助金

下水道の対象区域等以外の区域にお
いて住宅・共同住宅への合併処理浄
化槽の設置費の一部を補助する。

平成23年度

65,692 52,449

300

犬猫去勢避妊手術費補助金

捨て犬、捨て猫の防止策として、繁殖
を制限する避妊・去勢手術費の一部を
補助する。

平成23年度 平成24年度

299

畜犬登録等事業

狂犬病予防法に基づき、犬の登録及
び狂犬病予防注射を実施し、犬による
危害のない安全で住み良い生活環境
を整える。

平成23年度 平成24年度
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リーフレット・小冊子等の
啓発物作成、イベント啓
発、ポスター募集、出前
講座の実施

3,853 3,211 1,504

自家発電装置設置工事

- - 6,032

生活環境影響調査、造成設計、ごみ
処理施設建設発注仕様書等作成、工
事等道路用地取得、リサイクルセン
ター建設工事・施工監理、ごみ処理施
設建設専門委員会開催等

建設工事監理、建設工
事、造成工事、ごみ処理
施設建設専門委員会開
催等

建設工事監理、建設工
事、ごみ処理施設建設専
門委員会開催等

587,213 330,484 1,104,642

ごみ焼却施設整備、2号炉
乾燥室傾斜天井ノーズ部補
修、2号炉乾燥室壁煉瓦積
替修繕、荒物破砕機刃物取
替修繕

1・2号炉燃焼室側壁煉瓦積
替修繕、ごみ・灰クレーン定
期整備、排ガス分析計点検
整備、１号バグフィルターろ
布取替整備

ごみクレーン定期整備、
１・２号炉燃焼ストーカ修
繕整備、２号炉築炉設備
補修、排ガス分析計点検
整備等

45,416 37,489 12,481

- -
集水桝嵩上げ（2箇所）及
び側溝蓋工事

環境生活部清掃施設課

7,497t（5,289ｔ）

975g（911g） 968g（905g）

28%（19.4%） 29%（18.4%） 29％（18%）

平成25年度末

61,277ｔ（55,476ｔ） 60,105ｔ（56,415t） 59,569t（55,829ｔ）

6,922t（5,715ｔ）

平成23年度

- -
篠田山霊苑自由墓地拡
充工事

- - 18,998

項　　　　　　　　目

ごみ量

集団回収量

一人一日当たりのごみの排出量

リサイクル量

2,051

リーフレット・小冊子等の啓
発物作成、イベント啓発、ポ
スター募集、出前講座の実
施、堆肥化容器の貸与

リーフレット・小冊子等の啓
発物作成、イベント啓発、ポ
スター募集、出前講座の実
施、堆肥化容器の貸与

平成25年度

平成25年度

平成24年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

環境生活部清掃施設課

環境生活部清掃施設課

環境生活部清掃政策課

最終処分場施設整備事業

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

環境生活部環境・エネルギー政策推進課

302

嬉野斎場施設整備事業

自家発電装置を設置することにより停
電等による緊急事態発生時に備える。

【主】斎場（火葬場）・霊苑施設の利便性の向上

301

篠田山霊苑施設整備事業

篠田山霊苑内の施設等の設置及び改
修等を行う。

平成23年度

- -

平成23年度 平成24年度

【重】ごみ処理一元化の推進

303

廃棄物循環型社会基盤施設整備事業

第一清掃工場旧焼却炉の解体跡地に
リサイクルセンターを建設し、第一清掃
工場破砕施設及び第二清掃工場焼却
施設の老朽化に伴い、ごみ処理施設
を整備する。

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度 平成24年度

　施策５-６　資源循環型社会

平成23年度末 平成24年度末

7,218t（5,533t）

992g（894ｔ）

304

焼却施設整備事業

新焼却施設稼働までの間の安定した
焼却処理を図るため、適切な整備を行
う。

平成23年度 平成24年度

- -

【重】ごみ減量と再利用の推進

306

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。

平成23年度 平成24年度

305 最終処分場を適正に維持管理するに
おいて、集水桝の嵩上げ及び側溝工
事を行う。

平成24年度
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補助金の交付 補助金の交付 補助金の交付

19,192 17,919 16,809

ごみ収集事業、一般廃棄
物収集業務委託、不法投
棄パトロール業務委託

ごみ収集事業、一般廃棄
物収集業務委託、不法投
棄パトロール業務委託

ごみ収集事業、一般廃棄
物収集業務委託

172,105 166,536 158,596

【重】不法投棄防止の啓発

項　　　　　　　　目

都市計画道路の整備率

橋りょう耐震補強の整備数

河川改修（九手川・真盛川・中川）の整備延長

環境生活部清掃政策課

環境生活部清掃政策課

平成23年度 平成24年度

環境生活部清掃政策課

環境生活部清掃事業課

環境生活部清掃政策課

34橋（34橋）

平成23年度 平成24年度

1,558m（1,558m）

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

307

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。

【主】環境教育・啓発の推進

309

環境啓発交流事業

３R（リデュース、リユース、リサイクル）
に関連の市民への啓発を中心とした
講座や学習会、講演会等の事業を実
施するなど、３Rやリサイクルセンター
を活用した事業、情報発信を行う。

平成23年度 平成24年度

308

塵芥収集事業

ごみ収集事業、合特法による合理化
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。

平成23年度 平成24年度

リサイクルセンターオープ
ン記念講演会の開催、啓
発物の作成、啓発環境の
整備

市民講座等の実施、リサ
イクルセンター施設見
学、３R啓発冊子の作成、
３Rサポーターの募集

3,070 2,351

【主】指定ごみ袋の導入

【主】資源物回収の推進

310

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。

平成25年度末

47.0％（44.8%）

市民講座等の実施、リサ
イクルセンター施設見
学、３R啓発冊子の作成、
３Rサポーターによる啓発

1,128

資源物等の回収、再資源
化にかかる事業

資源物等の回収、再資源
化にかかる事業

資源物等の回収、再資源
化にかかる事業

47,152 38,655 37,626

ごみ減量啓発の中で実
施

ごみ減量啓発の中で実
施

ごみ減量啓発の中で実
施

- - -

311 指定ごみ袋による家庭からの排出に
ついて、引き続き啓発を行う。

平成23年度 平成24年度

平成23年度末 平成24年度末

47.0％（44.8%） 47.0％（44.8%）

31橋（31橋） 32橋（32橋）

1,062m（1,054m） 1,287m（1,262m）

　施策５-７　道路・河川

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績
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9,000

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

擁壁工事他

- - 1,676

河川排水路等整備（猟師
排水路、築港排水路、久
保排水路、他）

河川排水路等整備（猟師
排水路、築港排水路、久
保排水路、名古須ポンプ
場、他）

河川排水路等整備（猟師
排水路、高束排水路、名
古須ポンプ場、他）

52,167 77,570 53,489

9,000 6,000

道路改良工事

21,569 70,158 19,000

道路新設及び道路改良
工事

道路新設及び道路改良
工事

道路新設及び道路改良
工事

132,083 135,259 220,608

道路改良工事、用地買収 道路改良工事、用地買収 道路改良工事、地質調査

26,937 8,660 18,742

県施行街路事業負担金
（松阪公園大口線）

県施行街路事業負担金
（松阪公園大口線）

県施行街路事業負担金
（松阪公園大口線）

平成25年度

都市整備部土木課

都市整備部土木課

都市整備部土木課

都市整備部土木課

河川整備（真盛川、九手
川、井戸の奥の谷川、中
川）

河川整備（真盛川、九手
川）

河川整備（真盛川、甚太
川、九手川、富士見谷
川）

69,785 83,128

86,312

- -

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成23年度 平成24年度

313

道路整備単独事業

市道の新設及び改良工事を実施す
る。

平成23年度 平成24年度

103,514 131,260

【重】幹線道路網の整備

312

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。

河川付替工事 旧河川埋め戻し

平成23年度 平成24年度

護岸工、用地買収 地質調査、測量設計

315

県施行街路事業負担金

松阪公園大口線県街路事業に伴う地
元負担金を負担する。

平成23年度 平成24年度

314

星合舞出線道路改良事業

国道23号中勢バイパスのハーフイン
ター供用開始に対応し、安全・円滑に
アクセスできるよう道路改良を行う。

平成23年度 平成24年度

【重】浸水対策の推進

317

浸水対策事業

過去及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。

316

国道42号線松阪多気バイパス関連整備事業

国道42号松阪多気バイパス工事にあ
わせ、関連する市道等の整備を行う。

平成23年度

318

河川改良単独事業

台風や集中豪雨による浸水被害から
いのちと財産を守るため、準用河川及
び普通河川の護岸整備等を行う。

平成23年度 平成24年度

319

準用河川九手川改修事業

都市整備部土木課

都市整備部土木課

都市整備部土木課

都市整備部土木課

94,185

平成24年度

護岸工、測量設計

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。

平成23年度 平成24年度
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127,231

道路修繕工事、舗装修繕
工事、除草工事等

道路修繕工事、舗装修繕
工事、除草工事等

道路修繕工事、舗装修繕
工事、除草工事等

315,976 347,684 337,613

都市整備部維持監理課

　施策５-８　住宅・公園

達成済み（9.2㎡）

325

道路維持修繕事業

生活環境整備の一環として、道路、溝
渠及び舗装等が老朽化した箇所の補
修、修繕等を実施する。市道地の歩道
については、段差解消、歩道幅確保等
の整備を行う。

-

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

32,992 32,919

橋りょう耐震補強・栃川橋
（飯高）

橋りょう耐震補強・新柏野
橋（飯高）

橋りょう耐震補強・赤池橋
（飯高）

15,289 51,800 6,967

計画策定 点検（L＝15ｍ未満）
点検・健全度評価（L＝15
ｍ未満）、修繕工事（10
橋）

平成25年度

平成25年度

都市整備部維持監理課

都市整備部土木課

都市整備部土木課

【主】道路・橋りょうの適正な維持管理

平成23年度 平成24年度

平成23年度

交通安全施設の設置及
び修繕

交通安全施設の設置及
び修繕

交通安全施設の設置及
び修繕

11,194 11,155 11,080

- - -

平成25年度

平成25年度

平成24年度

都市整備部土木課

【重】道路の安全対策の推進

項　　　　　　　　目

市営住宅の屋上改修

一人当たりの都市公園面積率

【主】橋りょうの耐震補強整備

323

橋りょう耐震補強事業

幹線道路及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。

平成25年度

平成25年度

8.51㎡（8.53㎡） 9.1㎡（9.17㎡）

- -

4,137 30,400

平成23年度 平成24年度

平成23年度

都市整備部維持監理課

89棟（95棟） 97棟（103棟）

322

交通安全施設緊急整備事業

交通安全施設の整備及び交通事故多
発危険個所の緊急整備工事を行う。

平成23年度 平成24年度

平成24年度

105棟（126棟）

平成25年度末

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成24年度

321

交通バリアフリー道路特定事業

近鉄中川駅から嬉野地域振興局周辺
の道路（歩道）を、誰もが安全、快適に
利用できるバリアフリー化を推進し、魅
力ある街づくりを図る。

324

橋りょう長寿命化事業

市道橋の予防保全に向けて、橋梁点
検、健全度評価、長寿命化計画策定を
行い、計画に基づき、架替及び修繕工
事を行う。

平成23年度

32,995

320

交通安全施設設置修繕事業

交通安全施設の整備及び修繕を行う。

平成23年度末 平成24年度末
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都市整備部土木課

平成23年度

屋上防水（東町改良住
宅）、外壁改修（清生町団
地）、受水槽ポンプ改修
工事（清生町団地）等

市営住宅修繕工事費

市営住宅及び諸施設の修繕工事を実
施する。

-

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

103,444 116,046 120,707

都市公園整備工事 都市公園整備工事 都市公園整備工事

都市整備部土木課

平成25年度

平成25年度

平成25年度

都市整備部住宅課

市営住宅（公営住宅・改
良住宅・その他住宅）及
び諸施設の維持修繕

市営住宅（公営住宅・改
良住宅・その他住宅）及
び諸施設の維持修繕

市営住宅（公営住宅・改
良住宅・その他住宅）及
び諸施設の維持修繕

115,222 125,571 85,669

物置改修工事（清生町団
地）、ベランダ手摺塗装
工事（船江町団地）等

物置改修工事（清生町団
地）、ベランダ手摺塗装
工事（船江町団地）等

物置改修工事（小黒田町
団地、中万町団地）、ベラ
ンダ手摺塗装工事（中万
町団地、船江町団地）等

都市整備部住宅課

平成25年度

都市整備部住宅課

326

市営住宅維持修繕費

市営住宅（公営住宅・改良住宅・その
他住宅）及び諸施設を維持していくた
めの修繕を行う。

平成23年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

- -

【重】公営住宅のストック管理

平成24年度

平成24年度

327

18,896 32,174

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。

328

公営住宅ストック改善事業

23,473

屋上防水（清生町団地、
上川町団地、東町団地、
東町改良住宅）

屋上防水（東町団地、東
町改良住宅、中万町団
地）、外壁改修（清生町団
地、中万町団地）等

民間宅地開発事業などにより新設され
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など指
導や確認を行う。

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。

平成23年度

都市整備部土木課

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

46,026

芝生広場整備工、給水・
電気設備工、園路整備
工、植栽工、トイレ設置
工、附帯工事

多目的グラウンド整備
工、排水工、給水・電気
設備工、園路整備工、附
帯工事

多目的グラウンド整備
工、人工芝舗装工、多目
的広場整備工、トイレ設
置工等

366,847 294,718 702,572

平成23年度 平成24年度

都市整備部土木課

【重】総合運動公園の整備促進

329

総合運動公園建設事業

スポーツ・レクレーションを通じ、住民
の健康づくり、交流の場を提供する公
園として整備を行う。

平成23年度

11,965 35,059

平成24年度

【主】公園施設の整備・充実

331

都市公園維持管理事業

公園を安全で快適に利用できるよう、
市内に点在する都市公園施設の維持
管理業務を行う。

332

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】身近な公園の整備推進

330

3,426 4,988 5,863
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平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

平成24年度

【重】管路の整備

335

管路新設事業

管路のループ化や複数系統化、バイ
パス管の管路整備を行う。

平成23年度

上下水道部上水道建設課

上下水道部水源管理課

【重】基幹水道施設の耐震化

334

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行う。

平成23年度 平成24年度

上下水道部上水道建設課

新中部台配水池、三雲配
水場、六呂木配水池、射
和第1配水池、中央配水
池

新中部台配水池、三雲配
水場、六呂木配水池、

山見配水池、六呂木配水
池、新中部台配水池、

355,911 133,056 367,651

松ヶ島町、大塚町 殿村町、大塚町 曲町、大宮田町等

25,295 17,074

【主】簡易水道施設の整備

平成23年度 平成24年度

337

老朽管更新事業

重要度、老朽度を勘案し、管路の耐震
管への更新を行う。

上下水道部上水道建設課

上下水道部飯高水道事務所

平成24年度

336

老朽施設更新事業

老朽化している上水道施設の設備更
新等を行う。

85,181

中原団地浄水場水質計器外
更新、深野第1ポンプ場、第
一水源地自家発電設備更
新、中央配水池外電気計装

第一水源地電気設備更新、導
水管布設替、中原団地浄水場
水質計器外更新、第一水源地
中央監視システム改造

第一水源地電気設備更新、
第一水源地中央監視システ
ム改造、天王山配水池外電
気設備改良等

79,567 142,123 223,013

下村町、本町、嬉野須賀
領町、小津町、小野江
町、飯南町向粥見等

殿町、大黒田町、嬉野野
田町、飯南町有間野等

殿町、大黒田町、魚町、
嬉野権現前町、小野江
町、飯南町有間野等

685,211 1,007,297

平成23年度

水道事業変更認可申請
実施測量設計業務、富永
浄水場用地取得

- 9,073 42,158

752,839

-

平成24年度

　施策５-９　上水道および簡易水道

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

333

松名瀬海岸海浜公園建設事業

項　　　　　　　　目

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。

平成23年度

都市整備部土木課

- 実施設計
四阿、ベンチ設置工、転
落防護柵設置工

- 1,937 18,997

24％（26.5%） 27%（26.6%）

4浄水場（4浄水場） 4浄水場（3浄水場） 2浄水場（2浄水場）

11施設（11施設） 13施設（12施設） 17施設（13施設）

23％（23.1%）

基幹水道構造物の耐震化

基幹管路の耐震化率

波瀬簡易水道浄水場統合

338

飯高西部簡易水道施設更新事業

老朽化が著しい基幹的施設の改善、
改修を図る。

平成23年度 平成24年度
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平成23年度

上下水道部水源管理課

項　　　　　　　　目

- - -

宮町ポンプ場電気設備改
築・更新工事

宮町ポンプ場機械設備改
築・更新工事、外壁排煙
室改修、計画変更策定業
務

宮町ポンプ場機械設備改
修工事

342

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
画的な整備工事を行う。

平成23年度 平成24年度

上下水道部下水道建設課

　施策５-１０　下水道

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

304,218 81,693 98,782

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

44％以上（44.4%） 46％以上（46.4%） 48.0％（47.8%）

飯高簡易水道整備事業

飯高管内簡易水道老朽施設の改修及
び国県道改良事業に伴う既設管の布
設替えや橋梁添架工事等を行う。

平成23年度 平成24年度

上下水道部飯高水道事務所

上下水道部飯高水道事務所

【重】雨水ポンプ場施設の整備と更新

341 安全で安心な水道水の安定供給に向
けて、監視体制を充実するとともに、水
源地域の水質保全への対策を行う。

下水道の普及

雨水整備面積

太良木地内の水道管新設及
び布設替、波瀬浄水場新
設、導水管布設替、機械電
気計装設備他

太良木・波瀬・落方地内の
水道管新設及び布設替、月
出浄水場改修、導水管布設
替、機械電気計装設備他

波瀬・桑原・加波地内の水
道管新設及び布設替、統合
波瀬簡易水道遠方監視シス
テムの整備他

291,979 264,494 159,804

水質の保全と適正な施設
の管理

水質の保全と適正な施設
の管理

水質の保全と適正な施設
の管理

【重】適正な排水処理の推進

344

関連公共下水道事業

汚水管渠工事、雨水管渠工事及び測
試を実施する。

343

ポンプ場築造事業

大口ポンプ場、沖スポンプ場の計画的
な整備（設備増設）工事を行う。

平成23年度 平成24年度

上下水道部下水道建設課

上下水道部下水道建設課

-
大口ポンプ場（詳細設
計）

大口ポンプ場（沈砂池、
ポンプ棟下部等）

平成25年度

- 19,476 126,581

汚水管渠工事、雨水管渠
工事、

汚水管渠工事、雨水管渠
工事、三雲管内雨水計画
策定業務

汚水管渠工事、雨水管渠
工事、三雲管内雨水計画

1,788,130 1,786,558 1,781,811

平成23年度 平成24年度

54.3％（54.3%） 54.4％（54.,3%） 54.5％（54.4%）

平成24年度

【主】安全で良質な水道水の供給

340

飯高簡易水道統合事業

統合波瀬簡易水道施設において簡易
水道再編推進事業（統合簡易水道）に
より、老朽施設の改善改修を図る。

平成23年度

339

平成24年度

富永、田引、赤桶地内消火栓の
設置、県道改良事業に伴う既設
水道管布設替（宮本地内）、国道
改良事業に伴う既設水道管布設
替（粟野地内）

水道管の布設替(宮前地
内)、県道改良事業に伴う既
設水道管布設替（森・七日
市地内）他

国道改良事業に伴う既設水
道管布設替（森地内）他

18,071 29,818 8,321
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14,138

上下水道部下水道建設課

上下水道部下水道建設課

平成25年度平成23年度 平成24年度

汚水幹線管渠工事 汚水幹線管渠工事 汚水管渠工事

413,944 319,660 325,786

愛宕川雨水幹線外雨水
幹線の維持管理、ポンプ
場エンジン点検整備等

愛宕川雨水幹線外雨水
幹線の維持管理、ポンプ
場エンジン点検整備等

愛宕川雨水幹線外雨水
幹線の維持管理、ポンプ
場エンジン点検整備等

9,792 15,345 17,140

水洗化補助金等の交付
等

水洗化補助金等の交付
等

水洗化補助金等の交付
等

平成25年度

平成25年度

平成23年度 平成24年度

345

中勢沿岸流域下水道事業松阪処理区（負担金）

多気幹線、白山幹線及び松阪浄化セ
ンターに係る建設費を負担する。

上下水道部下水道建設課

平成25年度

上下水道部下水道建設課

白山幹線、松阪浄化セン
ター工事及び関連測量試
験、三渡ポンプ場工事等

白山幹線、松阪浄化セン
ター工事及び関連測量試
験等

白山幹線、松阪浄化セン
ター水処理施設工事等、
三渡水管橋耐震補強関
係測量等

101,327 47,853 55,296

【主】水洗化の促進

348

水洗化促進事業

下水道への早期接続を勧めるととも
に、補助及び融資制度等の利用を勧
め、水洗化を促進する。

【重】浸水被害への対策

347

都市下水路施設整備事業

宮町ポンプ場、大口ポンプ場、沖スポ
ンプ場、外五曲排水機場及び中川東
部・西部排水機場の修繕・点検工事、
導水路等の維持工事を実施する。

平成23年度 平成24年度

346

特定環境保全公共下水道事業

汚水管渠工事及び測試を実施する。

平成23年度 平成24年度

13,329 14,502
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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

に取り組んでいきます。 

 ２ 施策に対応する事業の概要 
（単位：千円） 

 施  策 施 策 の 展 開 事業数 事業費 

1 
行政システムの確

立 

[重] 事務事業の見直し 

[重] 合理的な行政組織の構築 

[重] 公共施設などの管理手法の見直し 

[主] 公正公平な入札等の推進 

[主] 総合計画の適正な管理 

 5 124,088 

2 人材育成 

[重] 人事評価制度の構築および運用 

[重] 人事制度の推進 

[重] 職員研修制度の充実 

[主] 定員管理の適正化 

[主] 人材の確保と活用 

[主] 職場づくりの推進 

 3 37,903 

3 広報広聴 

[重] 情報発信体制の確立 

[重] ホームページのリニューアル 

[重] 広聴事業の強化 

[主] 効率的な広報紙の発行 

[主] 行政情報番組の充実 

[主] 地域 SNS の活用 

 8 964,708 

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 

[主] 審議会等の公開 

[主] 情報公開制度・個人情報保護制度の推進 

 2 5,381 

5 自主財源の確保 

[重] 税負担の公平性の確保 

[重] 遊休未利用地の売却 

[主] 公平かつ適正な課税 

[主] 個人住民税の特別徴収制度の徹底 

[主] 新たな広告収入の確保 

[主] ふるさと納税制度の推進 

 0 193 

  計 18 1,132,273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





平成23年度 平成24年度

経営企画部経営企画課

平成25年度

【主】総合計画の適正な管理

354

総合計画策定事業

平成26年度を初年度とする「松阪市総
合計画」を策定するにあたり、現行の総
合計画の進行管理や施策の課題、市
民のニーズを把握し、市民とともに創り
だす総合計画の策定を行う。

ダイジェスト版印刷、総合
計画進行管理研究

総合計画進行管理研究、
市民幸せ調査の実施、幸
せシティサポーター会議
の開催

幸せシティサポーター会
議、幸せシティまつさか
トーク＆トークの開催、総
合計画審議会の開催

275 1,185 1,721

電子入札システムの運
用・管理、システム機能
の追加整備

電子入札システムの運
用・管理、システムハード
ウェアの整備

電子入札システムの運
用・管理

40,517

施設カルテの検討・作成、施
設仕分けシンポジウム開催、

公共・公用施設最適管理庁
内検討委員会による検討

- - -

183

平成25年度

　施策６-１　行政システムの確立

【重】事務事業の見直し

349

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んで
いく。

平成23年度 平成24年度

経営企画部経営企画課

平成25年度

事業仕分けの実施、住民
協議会を支援する制度と
組織体制の検討

事業仕分けの実施、事務
分掌の見直しと地域振興
局のあり方の検討

行財政改革大綱及び同
アクションプランの改定及
び行政組織機構改革の
検討

2,598 1,867 818

平成24年度

351

行財政改革推進委員会事業

学識経験者・民間事業者・団体等で構
成する行財政改革推進員会を設置し、
外部の視点による意見や提案を求め、
より効果的で実効性のある行財政改革
として推進する。

平成23年度 平成24年度

公共施設マネジメントの
調査研究

公共・公用施設最適管理
庁内検討委員会を設置、
公共施設マネジメント研
修会の実施

平成23年度 平成24年度

【重】公共施設などの管理手法の見直し

352

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
の情報など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。

平成25年度

経営企画部経営企画課

経営企画部経営企画課

経営企画部経営企画課

総務部契約監理課

【主】公正公平な入札等の推進

平成25年度

45,149 28,021

353

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。

平成23年度 平成24年度

行財政改革推進委員会
の開催

行財政改革推進委員会
の開催

行財政改革推進委員会
の開催

288 68

平成23年度

【重】合理的な行政組織の構築

行政経営品質啓発研修
の実施、行政経営品質を
取り入れた改善活動の推
進

行政経営品質啓発研修
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

461 479 458

350

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。

平成25年度

70



8,409 9,571 9,946

【主】定員管理の適正化

358
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。

平成23年度 平成24年度

357

職員研修事業

職員の勤務能率の発揮及び増進のた
め、職員の能力開発の各段階において
必要とされる研修の機会を提供して、職
員個々の持つ能力を最大限に引き出し
「しあわせ創造型職員」の育成を図る。

平成23年度 平成24年度

総務部職員課

平成25年度

平成25年度

総務部職員課

352

人物面の適性把握に重
点を置いた採用試験を実
施

人物面の適性把握に重
点を置いた採用試験を実
施

人物面の適性把握に重
点を置いた採用試験を実
施

748 808 1,267

平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成25年度

平成25年度

項　　　　　　　　目

定員管理の適正化　※

人事評価の実施率

総務部職員課

総務部職員課

平成23年度 平成24年度

360

安全衛生委員会事業

労働安全衛生法及び関連規程等で定
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、職場巡
視の実施

【主】職場づくりの推進

　施策６-２　人材育成

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

※職員数は当該年度の4月1日現在

【重】人事評価制度の構築および運用

355

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
築及び運用を行う。

平成23年度 平成24年度

総務部職員課

人材育成型の人事評価
制度の構築及び運用

人材育成型の人事評価
制度の構築及び運用

人材育成型の人事評価
制度の構築及び運用

2,226 1,979 1,929

平成23年度 平成24年度

【重】職員研修制度の充実

【重】人事制度の推進

356 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。

総務部職員課

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

- - -

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

安全衛生委員会、職場巡
視の実施

安全衛生委員会、職場巡
視の実施

338 330

【主】人材の確保と活用

359

知識試験のみならず、人物面の適性把
握にも努め、より高い資質と意欲を有す
る人材の採用を図るとともに、職員とし
ての経験や知識を有する再任用職員の
活用を図る。

勧奨退職を募集するとと
もに、部局の状況把握に
努め職員数削減を図る

勧奨退職を募集するとと
もに、部局の状況把握に
努め職員数削減を図る

平成25年度

勧奨退職を募集するとと
もに、部局の状況把握に
努め職員数削減を図る

- - -

平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

1,412人（1,425人） 1,405人（1,400人） 1,392人（1,392人）

0％（79.1%） 85％（79.1%） 85%（85.1%）
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サーバ等機器の賃借及
び保守管理、「情報のか
け橋委員会」の開催

23,969 9,328 3,599

- -
情報化推進計画の策定
のための事前作業等

- - 1,329

自治会へ委託

68,730 69,219 69,089

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

458 510 470

- -
議場マイク録音設備等整
備、委員会室マイク録音
設備整備

- - 3,957

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

経営企画部情報企画課

経営企画部情報企画課

経営企画部情報企画課

経営企画部情報企画課

【重】広聴事業の強化

363

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。

平成23年度 平成24年度

【主】効率的な広報紙の発行

365

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。

平成25年度

平成25年度

経営企画部情報企画課

経営企画部情報企画課

　施策６-３　広報広聴

【重】情報発信体制の確立

361

情報化推進計画策定事業

整合性を図れるシステムは統合やパッ
ケージ化など今後の投入経費の削減と
簡素化を目的とした計画を策定。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【重】ホームページのリニューアル

362

松阪市ホームページ管理運営事業

サーバ等機器の賃借及び保守管理委
託を行う。また、市民参加の推進及び
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。

リニューアルに伴う入札
（プロポーザル）の実施及
び「情報のかけ橋委員
会」の開催

サーバ等機器の賃借及
び保守管理、「情報のか
け橋委員会」の開催

364

広報広聴補助業務等委託事業

ポスターの掲示、回覧物の周知、市民
懇談会、説明会等への参集呼びかけ、
地域の声の集約などの業務を委託す
る。

平成23年度 平成24年度

平成23年度 平成24年度

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

96,257 96,699

自治会へ委託 自治会へ委託

議会事務局

平成25年度

【主】行政情報番組の充実

施設の維持管理及び行
政情報番組の制作・放送

施設の維持管理及び行
政情報番組の制作・放送

施設の維持管理及び行
政情報番組の制作・放
送、ハイビジョン放送設
備の整備

132,433 141,631 148,103

広報松阪発行、広報等配
布委託

97,056

367

議会放映事業

ケーブルテレビによる本会議中継の放
映並びに委員会を公開することで、市
民に議会の審議状況を提供し、より開
かれた議会としていくことを目的とする。

平成23年度 平成24年度

366

ケーブルシステム施設管理運営事業

行政情報番組の制作と放送、及び飯
南・飯高管内におけるテレビ視聴サー
ビスを行う。また、放送のハイビジョン化
の導入により視聴環境を改善する。

平成23年度 平成24年度

72



-

975 896 -

【主】地域SNSの活用

市ホームページ等での審
議会情報の公表

- - -

-

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

- - -

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

194 143 193

松阪市情報公開審査会
の開催、情報公開、情報
提供事務経費

松阪市情報公開審査会
の開催、情報公開、情報
提供事務経費

松阪市情報公開審査会
の開催、情報公開、情報
提供事務経費

1,378 1,972 1,501

市税収入

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

経営企画部情報企画課

総務部総務課

総務部総務課

総務部総務課

平成24年度

【主】審議会等の公開

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

平成25年度

総務部総務課

＜この施策の目標＞　※（　　　）内は実績

平成23年度 平成24年度

項　　　　　　　　目

　施策６-４　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

-
市ホームページ等での審
議会情報の公表

平成23年度 平成24年度

368

地域SNS構築・活用事業

地域情報化の推進や地域コミュニティ
の活性化に役立てる「まつさか地域
SNS」を安定して提供する。

平成23年度

運営委員会の開催、SNS
システム管理委託料、他

運営委員会の開催、SNS
システム管理委託料、他

平成24年度

369
重要計画、各種審議会等の情報、予算
決算状況他市民生活に密接に関連す
る情報等が市民が容易に入手できるよ
う情報発信を推進する。

平成23年度末

210億円（215.8億円） 213億円（212.7億円）

370
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。

平成23年度 平成24年度

215億円（214億円）

平成25年度末平成24年度末

【主】情報公開制度・個人情報保護制度の推進

371

情報公開事業

372

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及び個人
情報保護制度職員研修を行う。

　施策６-５　自主財源の確保

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。

平成23年度
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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

- - -

マルチペイメントネット
ワーク等を利用した収納
方法の検討、差押強化月
間（年2回）を実施

マルチペイメントネット
ワーク等を利用した収納
方法の検討、差押強化月
間（年2回）を実施

マルチペイメントネット
ワーク等を利用した収納
方法の検討、差押強化月
間（年2回）を実施

- - -

H26年度「個人住民税特
別徴収完全指定」の実施
に向け、県と市が連携し
企業等に対し実施要請

- - -

新しい税制のあり方等の
調査・研究、職員の資質
向上に向けた専門研修
や部内外の研修

新しい税制のあり方等の
調査・研究、職員の資質
向上に向けた専門研修
や部内外の研修

新しい税制のあり方等の
調査・研究、職員の資質
向上に向けた専門研修
や部内外の研修

- - -

平成25年度

制度PR活動

100 83 10

ネーミングライツ導入に
関する基本方針の策定、
ネーミングライツの試行
導入

ネーミングライツ対象施
設の拡充

ネーミングライツ対象施
設の拡充

- - -

平成24年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

平成25年度

総務部財務課

税務部市民税課、資産税課

税務部市民税課

経営企画部経営企画課、総務部財務課

総務部総務課

【重】遊休未利用地の売却

374 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。

平成23年度 平成24年度

【重】税負担の公平性の確保

373 公平かつ適正な課税を行い、新しい納
税手段の検討や、滞納処分の強化を図
る。

 税務部市民税課、資産税課、収納課

平成23年度 平成24年度

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

【主】公平かつ適正な課税

375 地方税制の研究を行い、職員のスキル
アップを図る。また、所得未把握者の調
査や現地調査などの充実を図る。

平成23年度

平成23年度 平成24年度

平成24年度

【主】個人住民税の特別徴収制度の徹底

376 地方税法に基づく特別徴収制度を徹底
し、収納率の向上に努める。

H26年度「個人住民税特
別徴収完全指定」の実施
に向け、県と市が連携し
企業等に対し実施要請

H26年度「個人住民税特
別徴収完全指定」の実施
に向け、県と市が連携し
企業等に対し実施要請

【主】新たな広告収入の確保

377 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。

平成23年度 平成24年度

【主】ふるさと納税制度の推進

378
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。

平成23年度

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
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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 23 年度～平成 25 年度） 

施策体系別主要事業の実績 

 

発行日/平成 27 年 3 月 

発行/松阪市 


