
松阪市総合計画　第3章　基本計画　政策・施策　担当課一覧 R3.4.1

内容 担当課 電話番号

松阪版ネウボラ、不妊症・不育症治
療、子育て支援の情報提供、フッ化
物洗口に関すること

健康づくり課
（健康センターはるる）

20-8087

児童虐待等の実態把握や相談体制に
関すること

こども支援課
（こども家庭支援係）

53-4085

三世代同居・近居に関すること こども支援課（こども係） 53-4081

支援を必要とする児童等への支援に
関すること

子ども発達総合支援センター 30-4411

放課後児童クラブに関すること
生涯学習課
（青少年育成係）

53-4401

医療費助成に関すること 地域福祉課（福祉医療係） 53-4046

保育園、幼稚園等の利用に関する子
育て世帯への経済的支援、病児病後
児・一時預かり保育に関すること

こども未来課 53-4083

② 未就学児への支援 保育園、幼稚園等に関すること こども未来課 53-4083

Q-Uに関すること 学校支援課（生徒指導係） 53-4403

給食に関すること 給食管理課 61-1155

就学実態調査に関すること 学校支援課（人権教育係） 53-4398

就学援助に関すること 学校教育課 53-4389

教育活動におけるICTの利活用に関
すること

学校支援課
（子ども支援研究センター）

26-1900

① 健康づくりの推進
健康づくり、がん検診等に関するこ
と

健康づくり課
（健康センターはるる）

20-8087

救急医療、休日夜間応急診療所等に
関すること

健康づくり課
（地域医療係）

23-1364

市民病院に関すること 市民病院（経営管理課） 23-1515

複合的な福祉課題に対応する包括的
な相談支援体制に関すること

健康福祉総務課（総務企画係） 31-1925

地域福祉（活動）計画に関すること 地域福祉課（地域福祉係） 53-4089

就労その他の自立に関する相談支援
に関すること

地域福祉課
（生活サポート係）

53-4670

自立支援プログラムによる生活保護
受給者に対する就労等の支援に関す
ること

保護課（保護係） 53-4076

④ 高齢者福祉の推進 高齢者福祉に関すること 高齢者支援課 53-4069

障がい福祉に関すること 障がい福祉課 53-4082

医療費助成に関すること 地域福祉課（福祉医療係） 53-4046

農業に関すること 農水振興課（農業係） 53-4116

有害鳥獣対策に関すること 農水振興課（農山村係） 53-4192

② 林業の振興 林業に関すること 林業振興課 46-7124

③ 水産業の振興 水産業に関すること 農水振興課（管理・水産係） 53-4118

④ 商工業の振興 商工業に関すること 商工政策課（商工振興係） 53-4361

⑤ 企業誘致・連携の推進
企業誘致、企業間・産学官金連携に
関すること

企業誘致連携課 53-4366

⑥ 観光・交流の振興 観光に関すること 観光交流課 53-4196

ふるさと応援寄附金、特産品等に関
すること

地域ブランド課 53-4129

松阪牛に関すること 農水振興課（畜産係） 53-4119

松阪茶に関すること 農水振興課（農山村係） 53-4192

⑧ 雇用・勤労者福祉の充実 就労支援に関すること 商工政策課（勤労消費者係） 53-4338

① 市民活動の推進
住民自治協議会、市民活動団体等に
関すること

地域づくり連携課 53-4324

中山間地域の移住・定住に関するこ
と

地域づくり連携課
（移住促進係）

32-2515

嬉野地域振興課 48-3800

飯南地域振興課 32-2511

飯高地域振興課 46-7111

図書館、公民館に関すること 生涯学習課（生涯学習係） 53-4396

青少年の健全育成に関すること 生涯学習課（青少年育成係） 53-4401

文化財に関すること 文化課（文化財係） 53-4393

文化の振興に関すること 文化課（文化振興係） 53-4397

③

④ 文化の振興

① 農業の振興

4.人も地域も

　頑張る力
（地域づくり）

【 主な取組 に記載のある担当課】

⑦

中山間地域の振興②

学校教育の充実

② 地域医療の推進

障がい福祉の推進

1.輝く子どもたち
（子育て・教育）

①
子ども・子育て支援の推
進

【政策名】 【施策名】

2.いつまでも
　いきいきと
（福祉・健康づくり）

3.活力ある産業
（産業振興）

⑤

松阪牛・地域ブランドの
振興

中山間地域の振興に関すること

③ 社会教育の推進

③
地域福祉・生活支援の充
実



内容 担当課 電話番号

【 主な取組 に記載のある担当課】
【政策名】 【施策名】

⑤
スポーツと連動したまち
づくりの推進

スポーツに関すること スポーツ課 53-4402

人権に関すること
人権・多様性社会課
（人権係）

53-4017

男女共同参画に関すること
人権・多様性社会課
（多様性社会係）

53-4339

交通安全施設の整備に関すること 建設保全課 53-4151

交通安全に関すること
地域安全対策課
（交通安全対策係）

53-4061

防犯に関すること
地域安全対策課
（生活安全係）

53-4074

消費生活センターに関すること 商工政策課（勤労消費者係） 53-4338

③
防災・危機管理対策の充
実

防災・減災対策に関すること 防災対策課 53-4313

④ 消防力の充実 消防団に関すること 消防団事務局 25-1414

土木課（河川雨水対策係） 53-4148

建設保全課 53-4151

下水道建設課 53-4123

環境の啓発等に関すること 環境課 53-4425

生活排水処理施設の整備に関するこ
と

環境課 53-4066

新最終処分場に関すること 清掃施設課 53-4473

ごみの分別等の啓発、ごみ集積所等
施設整備の支援に関すること

清掃事業課 53-4470

③ 地域公共交通の充実 コミュニティ交通等に関すること 商工政策課（交通政策係） 53-4184

松阪駅西地区複合施設計画に関する
こと

都市計画課
（まちづくり計画係）

53-4168

景観に関すること 都市計画課（景観係） 53-4166

公園に関すること 土木課（公園係） 53-4167

空き家に関すること 建築開発課（空家対策係） 53-4174

市営住宅に関すること 住宅課 53-4163

道路等の維持修繕に関すること 建設保全課 53-4151

道路等の改良に関すること 土木課（道路・橋梁係） 53-4146

狭あい道路に関すること 建築開発課（指導防災係） 53-4070

上水道に関すること 上水道建設課 53-4376

公共下水道に関すること 下水道建設課 53-4123

書かない窓口、マイナンバーカー
ド、コンビニ交付等に関すること

戸籍住民課 53-4053

公共施設等総合管理計画に基づく施
設整備、職員提案制度に関すること

市政改革課 53-4103

市民に役立つICTに関すること 情報企画課 53-4228

総合計画に関すること 経営企画課 53-4319

職員に関すること 職員課 53-4331

システムやネットワークに関すること 情報企画課 53-4004

入札、契約に関すること 契約監理課 53-4347

③ 公民連携の推進 公民連携に関すること 市政改革課 53-4363

広報などの情報発信、出前講座に関
すること

広報広聴課 53-4312

情報公開に関すること 総務課（文書・情報公開係） 53-4055

市税の納付に関すること 収納課 53-4021

競輪事業に関すること 競輪事業課 23-6111

ふるさと応援寄附金に関すること 地域ブランド課 53-4129

公共施設マネジメント等に関するこ
と

市政改革課
（施設マネジメント係）

53-4103

予算編成、市債に関すること 財務課 53-4317

松阪市の市外局番は（0598）です

５.安全・安心な

　生活
（防犯・防災）

河川改修、雨水排水ポンプに関する
こと

防犯対策と消費者保護の
充実

交通安全対策の充実①

健全な財政運営⑤

行政サービスの充実①

確かな行政サービスの提
供

②

市民との情報共有④

７.市民のための

　市役所
（行政経営）

⑤ 浸水対策の充実

②

⑥ 上下水道の整備

自然と生活の環境保全

６.快適な生活
（生活基盤の整備）

④

資源循環型社会の推進②

都市空間・住環境の整備

道路等の整備⑤

①

4.人も地域も

　頑張る力
（地域づくり） ⑥

人権尊重・多様性社会の
推進


