
市 長 記 者 会 見 事 項 書 

 

令和 2年 9月 16日午前 10時～ 

理事者控室 

 

【所感】 

                  

 

 

【発表事項】 

１． テイクアウト支援商品券をご利用いただきありがとうございました。 

（担当 商工政策課 0598-53-4149） 

 

 

 

２． 松阪市内店舗 PR動画「ウチの逸品 第一弾～焼肉」完成  

（担当 秘書広報課 0598-53-4312） 

 

 

 

３． 松阪市新総合計画キャッチフレーズの決定および表彰式の開催について 

（担当 経営企画課 0598-53-4319） 

 

 

 

４． みんなでＰＲ！香肌峡 deサイクリング 

～インスタ投稿で楽しさ発信～の実施について 

（担当 飯南地域振興課 0598-32⊸2511） 

     

 

５． ～超高齢社会を考える～市長と語る会の開催について 

（担当 秘書広報課 0598-53-4311） 

 

 



令和２年９月１６日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名  商工政策課 

電話番号 0598-53-4149 

 

１．発表事項  テイクアウト支援商品券をご利用いただきありがとうございました。 

 

２．目的    ５月１８日から８月３１日までの期間、市民の皆さまにご利用いただい

た松阪市テイクアウト支援商品券につきまして、商品券の使用状況をご

報告いたします。 

 

３.使用枚数  １００，５０４枚（発行枚数：１４８，２０４枚） 

        使用率６７．８％ 

        換金申請店舗３０６店舗（取扱店舗３１５店舗） 

 

４.使用の状況 

  取扱店舗の使用枚数トップ２０店舗で計５０，２３８枚（全体の５０％） 

         【内訳】 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※その他飲食店…中華料理、イタリア料理、お好み焼き屋等 

 

５．取扱店舗に対するアンケート調査結果 

  取扱店舗に対しアンケート調査を実施しました。概要は以下のとおりです。 

  調査期間：７月１７日（金）～９月７日（月） 

  回答率：５１．４％（１６２店舗／３１５店舗） 

  ・回答した７７．８％の店舗がテイクアウト支援商品券事業について十分支援になっ

た、あるいは支援になったと回答しています。 

  ・回答した５２．５％の店舗が、この事業を機にテイクアウト商品を新たに取扱う、

あるいはテイクアウト商品の品数を充実させたことがわかりました。 

  ・回答した２１．６％の店舗が今後の店舗経営について、テイクアウト商品を店内飲

食と同様に大きな収入源と位置付けていくと考えていることがわかりました。 

  ・回答した６１．１％の店舗がテイクアウト商品を、今後も継続していくと考えてい

ることがわかりました。 

トップ２０店舗のジャンル別使用枚数割合 

うなぎ料理店

38%

懐石料理店

4%

持ち帰り弁当屋

9%

焼肉店

5%

その他飲食店

44%



令和２年９月１６日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名  秘書広報課  

☎0598-53-4312 

 

１ 発表事項  松阪市内店舗 PR動画「ウチの逸品 第一弾～焼肉」完成   

    

２ 経緯・内容 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの飲食業が深刻なダメージを受けている中、

感染収束後の市内店舗の支援を目的に、本年 4 月、「ウチの逸品」と題した PR 動画の企画

を発表し、市内飲食店の募集を行った。応募資格として「牛肉を扱った肉料理をメインと

している店舗」に絞り、応募いただいた。そして、今回応募いただいた中でも焼肉店（全

２１店舗 ※別紙のとおり）の、撮影を 7月から開始し、この度完成に至った。 

 当初はコロナ収束後の公開としていたが、Ｗｉｔｈコロナの考えに基づき、この度公開

し、市内飲食店の PR支援を行う。 

 

３ 動画内容 

 動画では松阪市ブランド大使・中川静香さんが番組ナレーターを務め、「お店の概要」と

「そのお店、一番のおすすめメニュー“ウチの逸品”」を紹介している。動画時間は１店舗・

約２分３０秒。 

 

４ 動画視聴方法 

（１） 動画共有サイト YouTube「matsusaka city松阪市」 

（２） 松阪市ホームページ 

（３） 松阪ぎゅ～っとチャンネル（松阪市行政 ch〔地上 123ch〕） 

※YouTube及び松阪市ホームページへの掲載は９月１６日（水）正午（予定） 

 松阪ぎゅ～っとチャンネルへは１０月以降で放送 

 

５ 今後の予定 

 第二弾として、「牛肉を扱った肉料理をメインとする店舗（焼肉以外）」の再募集を行い、

さらに PR動画を増やしていく。（募集期間：9月 16日（水）～） 

 



松阪市内店舗 PR動画「ウチの逸品 第一弾～焼肉」 

店舗一覧表（所在地五十音順） 
 
No 店舗名 所在地 ウチの逸品 

1 焼肉・ホルモン 一番 飯南町横野 ホルモン 

2 和牛オーダーバイキングモー&ブー 伊勢寺町 ぜいたくコース 

3 Dream オーシャン 稲木町 すき焼き風焼き肉 

4 焼肉スタミナ本舗 嬉野中川新町 三角上カルビ 

5 光州園 大津町 ネギタン 

6 匠 大津町 松阪牛塩タン 

7 一力 大塚町 塩タン 

8 焼肉味牛四季 大塚町 松阪牛タタキ 

9 焼肉 蓮 大平尾町 ホルモン入りオムハヤシ 

10 新羅会館 家族亭 垣鼻町 タンステーキ 

11 精香園 京町 ハラミ 

12 松阪味噌焼 ホルモン酒場 肉十八 京町一区 味噌漬壺ハラミ 

13 宮本屋 京町一区 ミノ込 

14 焼肉 たこやん 京町一区 松阪牛ホルモン 

15 和火 久保町 サガリ 

16 焼肉ロンドン 曽原町 松阪牛のホルモン 

17 丸勢 豊原町 見島牛のモモ 

18 ホルモン一平 丹生寺町 まるちょう 

19 かどや 宮町 塩タン 

20 千力 あたご店 宮町 松阪牛のロース 

21 にく福 山室町 ネギタン 

 



令和 2 年 9 月 16 日 

 

報道機関各社 御中 
 

連  絡  先 

課 係 名 経営企画課 

電話番号 0598-53⊸4319 

 
 
１．発表事項 

松阪市新総合計画キャッチフレーズの決定および表彰式の開催について 
 
２．内容 

総合計画は、松阪市のまちづくりの中長期的な方向性を示す最も重要な計画であり、
現在、10 年後の将来像「ここに住んで良かった…みんな大好き松阪市」の実現に向け、
令和 2年度を初年度とする 4年間の計画を策定していますが、この新しい総合計画を市民
に親しまれる計画とするために「キャッチフレーズ（サブタイトル）」を募集し、応募い
ただいた中から下記のとおり決定しました。 

また、表彰式につきましては下記のとおり開催します。 
 
３．応募期間 
  令和 2年 7月 13日～令和 2年 8月 31日 
 
４．応募数 
 
  19件 
 
５．採用されたキャッチフレーズ 
 

「明るいわ！楽しいわ！松阪やわ！」 

  提案者：松本 陽
ひ

菜
な

さん （14歳 深長町在住） 

≪キャッチフレーズに込められた意味≫ 

 明るく、楽しいところはどこだろう？と聞かれた時に、みんなが「松阪」といえ

るような場所にしていきたいと思いました。 

 
６．表彰式 

  日 時 令和 2年 10月 2日（金） 午後 5時から 

  会 場 市役所 3階 市長応接室 



令和 2年 9月 16 日 

 

報道機関各社 

 

連  絡  先 

課係名  飯南地域振興課 

電話番号 0598－32－2511 

 

１． 発表事項   

みんなでＰＲ！香肌峡 deサイクリング 

～インスタ投稿で楽しさ発信～の実施について 

 

２．内容 

「みんなでＰＲ！香肌峡 deサイクリング」は、香肌峡（飯南・飯高エリア）でサイ

クリングを楽しんでいただいている方に、いいところを紹介する文章・自転車と一緒

に撮った写真をインスタグラムへアップしていただくことにより、本地域におけるサ

イクリングの魅力や情報を広く発信することを目的としています。 

また、いいたかの湯の無料入湯券を賞品とすることで、再度、香肌峡を訪れていた

だくことのきっかけづくりを行います。 

 

３．企画内容 

応募期間 2020年9月14日（月）～11月30日（月） 

応募方法 ①香肌峡（飯南・飯高エリア）で自転車と一緒に写真を撮影 

②松阪市公式インスタグラム（matsusaka_official）をフォロー 

③ハッシュタグ【＃香肌峡deサイクリング】をつけて投稿 

キャプション（いいところを紹介する文章）、場所も必ず追加 

        ※参考にサイクリングマップを利用 

賞  品 投稿していただいた方、全員に「香肌峡温泉 いいたかの湯 

無料入湯券 2枚（1,320円相当）」を贈呈 

連  絡 ご本人にインスタグラムのダイレクトメッセージで連絡 

主  催 松阪市飯南地域振興局 地域振興課 

共  催 まつさかサイクルチャレンジ in香肌峡実行委員会 

協  力 道の駅飯高駅 

 

４．お問合せ 

   〒515-1411 三重県松阪市飯南町粥見3950番地 

   松阪市企画振興部飯南地域振興局地域振興課 

   電話 0598-32-2511 ファックス 0598-32-3771 

   E-Mail chishin.nan@city.matsusaka.mie.jp 

mailto:chishin.nan@city.matsusaka.mie.jp


令和 2年 9月 16日 

報道機関各社 御中 

連  絡  先 

課係名  秘書広報課  

電話番号 0598-53-4311 

 

１．発表事項  ～超高齢社会を考える～ 

市長と語る会の開催について 

 

２．目的    超高齢社会を迎える中、松阪市では、さまざまな問題や課題が生まれて

いる。さらに今年に入り新型コロナウイルス感染症が拡大し、新たな課

題も起きている。こうした中、市民の皆様と情報を共有し、さまざまな

視点から市政に対するご意見、ご提案を市長が直接聴く機会として、「市

長と語る会」を開催する。 

 

３．日時    令和 2年 10月 1日（木）午後 2時～ほか 

計 10回程度  

 

４．場所    上小川生活改善センター（嬉野上小川町）ほか  

（※上記以外の各日時・場所は随時お知らせします。） 

 

５．対象    【昼の部】各地域の老人クラブ会員・自治会ほか 

        【夜の部】福祉・介護などに関心のある方 

          

６．内容    ①超高齢社会に対する松阪市の考え（15分） 

②超高齢社会対策（福祉・介護など）について市長と意見 

交換会（60分） 



時間 場所 会場町名 参集協力団体

1 10月1日 （木）14時～
嬉野上小川

生活改善センター

嬉野上小川

町
ほほえみ会

2 10月5日 （月）14時～ 飯南コミュニティセンター 飯南町粥見 飯南地区各老人クラブ

3 10月8日 （木）13時15分～ 川井町西集会所 川井町 川井町西老人クラブ

4 10月8日 （木）14時45分～ 伊勢寺地区市民センター 深長町 伊勢寺地区自治会

5 10月15日 （木）19時～ 宮前まちづくり会館 飯高町宮前 宮前まちづくり協議会

6 10月20日 （火）19時～ 飯南産業文化センター 飯南町横野 飯南地区各住民協議会

7 10月26日 （月）13時15分～ 機殿地区市民センター 六根町 六根町老人会

8 11月4日 （水）13時15分～ 春日町集会所 春日町 春日町老人会

9 11月4日 （水）14時45分～
鎌中地域交流センター

多目的ホール
鎌田町 鎌中校区自治会

10 11月25日 （水）10時～ 大石地区市民センター 小片野町 大石地区老人会

昼間

夜間

月日

～超高齢社会を考える～市長と語る会開催日程

※夜間の部については、現在調整中の会場もあることから、決まり次第連絡します。

 

 


