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1
はるるの行政
サービスについ
て

　はるる建物内にも、マイナンバーカードで住民票等
が取得出来るマルチコピー機の設置を希望します。近
くのコンビニエンスストアでの取得も出来ますが、体
調が悪い時にはやはり館内に有った方が良いと感じま
した。
　是非、市役所別館・分館にマルチコピー機の設置を
お願いします。特に書類申請時に添付書類として戸
籍・住民票等の書類が必要な場所に。宜しくご検討下
さい。

　○○様からいただいたご意見として、はるる建物内
（市役所別館・分館）にも住民票等が取得可能なマル
チコピー機の設置をご希望とのことでした。
　しかし、公共の施設内に設置した場合は、ご利用を
いただけるのは開館時間内となってしまうことから、
いつでもどこでもご利用いただけるコンビニエンスス
トア等でのサービスのご案内をさせていただいており
ます。
　ご意見に添いかねますこと誠に申し訳ございません
が、ご理解をいただき、最寄りのコンビニエンススト
ア等をご利用いただきますようお願い申し上げます。

参考　コンビニ交付サービス利用時間
６：３０～２３：００
（戸籍全部・個人事項証明書及び戸籍の附票の写しに
ついては平日9：00～17：15となります）

戸籍住民課
電話：53-4053
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2

職員の心の健康
（メンタルヘル
ス）はダイジョ
ウブですか

　行政合理化に伴う人員削減の一方で住民サービスな
どの業務量の増大で職員の負荷が年々高まっている現
状です。そのため、心身とりわけ精神疾患などで休職
する職員が増えております。
　そのような状況の中、市当局として過去3ヶ年度
（2018、2019、2020）の精神疾患などで１週間以上休
んだ職員の数（常勤・非常勤別）を市長部局（含教育
委員会）及び市民病院、消防別にどうなのか。又、メ
ンタルヘルスを担当する専門部署の有無、予防と早期
発見のための研修や再発防止策の実施の有無につきお
たずねします。

（１）過去３か年度（2018,2019,2020）の精神疾患で
１週間以上休んだ職員数
市長部局　2018 2019 2020
 正規職員 15人 12人  9人
 非常勤  　0人  0人  1人
市民病院
 正規職員  2人  5人 11人
 非常勤　  1人  0人  2人
※消防について職員課では把握しておりません。
（２）メンタルヘルスを担当する専門部署
　　職員のメンタルヘルスを担当する部署は「総務部
職員課」になります。
（３）予防と早期発見のための研修や再発防止策の実
施の有無
　毎月、職員を対象に「こころの健康相談」を開催
し、職員のメンタルヘルスの予防と早期発見に努めて
おり、また、毎年、職員に対してストレスチェックも
実施しております。

職員課
電話：53-4221
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3

マームイーオン
リテール撤退に
伴う松阪公民館
の件

　先般夕刊三重紙の報道によれば8月末にイーオンの従
業員及び入店者オーナーに2022年3月末をもって閉鎖
へ。H30年に「中央公民館」がマームへ移転。これも当
時公民活動の利用者の声も聞かず発表あり。
　公民館の活動が中断することなく維持できるよう早
急に対処方針を市として確立して対応していただくよ
う心からお願い申し上げます。近年の市対応は市民の
声を聴かず決断されるようなケースが他にもあります
ので以前は小生余り記憶にありません。

　ご指摘の新聞報道の内容については、松阪ショッピ
ングセンターマームに入店するイオン松阪店が来年春
に一時休業するに至り、ショッピングセンターの集客
に影響を与えることから、施設を運営する松阪商業開
発株式会社では、他のテナントへの説明会を行ったと
確認しております。
　松阪公民館については、令和6年3月末まで賃貸借契
約を締結しており、イオン松阪店の一時休業に関わら
ず公民館活動は継続できることを確認しておりますの
で、ご安心いただければと存じます。
　また、賃貸借契約が終了する令和6年4月以降につい
ては、イオンリテール株式会社や松阪商業開発株式会
社からは、「何も決まっていない」と今後の方向性は
示されておりませんが、松阪市としては、相手方の動
きを注視するとともに、今後も松阪公民館の活動が継
続できるよう努めていきたいと考えておりますので、
ご理解を賜りたく存じます。

生涯学習課
電話：53-4395
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4
地震対策として
の給水について

　南海トラフト地震が70～80％おきると言われており
ます。地震が起きて断水、自宅に備えている飲料水、
２人家族で６リットルを常備しておりますが、最低何
リットル常備すればよいかアドバイス下さい。又、寝
る前に３リットルの水道水を置いており、かつ持ち運
びに便利な給水車から飲料水を入れる用器も準備して
おります。
　第３小学校が避難場所ですが断水した場合に「地下
式給水栓」は設置されているのでしょうか。それ以外
に応急的な給水施設があればおしえて下さい。

１．断水に備えた飲料水の備蓄量について
　まず、大規模災害時に備蓄が必要な水の量は、大人
１人あたり１日３リットルで、それが３日分必要とさ
れています。つまり大人１人あたり９リットル必要と
なるため、２人家族で１８リットルの備蓄が望ましい
といえます。また、水道水に関しては一般的に常温で
３日程度、冷蔵庫で１０日程度保存が可能といわれて
います。気温などでも条件が変わるため、飲料用にす
る場合水道水はなるべく早めに飲んでいただく方が良
いかと思います。

２．地下式給水栓の有無や応急的な給水施設について
松阪市で「地下式給水栓」は設置しておりません。
応急的な給水施設については、裏面記載の配水池等を
応急時給水拠点施設として応急給水を行います。その
他の場所での応急給水としては、重要医療施設、社会
福祉施設、避難所等を優先的に給水タンク車、給水タ
ンク（車載型）、ポリタンク等を使用した運搬給水を
行い、順次、範囲を拡大していきます。

防災対策課
電話：53-4034
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5
「松阪ハイツ」
はどうなりまし
たか？

　本年の市議会で中部台公園の近くにある『松阪ハイ
ツ』に関する質問が出て夕刊三重の報道がありまし
た。小生の記憶では１９７０年代に労働省が勤労者向
けの会議研修結婚式場としていわゆる“失業保険会
計”を源資建てられたものです。郵貯や年金資金を活
用した中央省庁の今では官僚の働く場ではと思いま
す。本年３月末まで利用していた業者が撤退をしまし
た。現状はどうでしょうか。建物を管理するため警備
はどうでしょうか。いずれにしろ負の不動産ではない
でしょうか。以下活用方法を列記します。
１　このままの状態で利用をさがす（有料無料売却）
２　耐震工事をして民間企業に利用させる（有料）
３　耐震工事をして松阪市として活用する
４　解体する
　松阪市の所有する施設も１９８０年代の建物が多く
あります。
　又少子化により学校等も未活用その他所有物件もあ
ろうかと思います。
　いずれにしろ『市民』に負担のかからないような善
処方をよろしくお願い申し上げます。

　旧松阪ハイツは建物の使い道が宿泊施設に限られて
おり、他の事業等を行うことができません。また、建
物内部の痛み方もひどくそのままの使用はとても無理
で、耐震工事をするにしてもかなり高額の工事費用が
必要となります。従いまして、松阪市としては旧松阪
ハイツは解体をする方向で現在検討をしております。
今後の利活用法につきましては、これから各所と協議
をするなかでできるだけ早期に決めていこうと思って
おります。
　おっしゃられるとおり、なるべく市民の方の負担に
ならないように、努めて参りますので、何卒ご理解の
ほど、よろしくお願いいたします。

財務課
電話：53-4322
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6
松阪出身の学生
を応援しません
か？

　昨年新型コロナにより多くの学生がアルバイトが減
り、経済的に困窮したりして地元の出身の学生も困っ
ており、学校を休学したり、中には退学せざるをえな
い学生もみえるようです。又、新型コロナの感染拡大
で帰省を控えております。そこで彼らを応援するため
に新米なり地元産品の応援をしたっていただけないで
しょうか。
　対象は県外居住の１８才～２５才松阪市出身者で扶
養する保護者が市内に住んでいること。

　このたびは、コロナ禍において、三重県外で頑張る
松阪市出身の学生に対し、温かいお気持ちとご提案を
お寄せいただき、ありがとうございます。
　松阪市は令和2年度に「帰省を控えた学生さんにふる
さと松阪からのお便り事業」を実施しました。これ
は、新型コロナウイルス感染症による国の緊急事態宣
言発令（令和2年4月16日）に伴い、松阪市に帰りたく
ても帰れない、帰省を我慢されている、三重県外に居
住する松阪市出身の学生を応援するため、松阪市の
メッセージ付き市内特産品（松阪産コシヒカリ
（10kg）・松阪牛のしぐれ煮・松阪茶ティーバッグ）
を送付したものです。
　18歳から25歳の三重県外に居住する学生を対象に、
申請のあった学生、延べ1,044人へ松阪市のメッセージ
付き市内特産品を届けました。

地域ブランド課
電話：53-4129

7

『沖縄戦で亡く
なった犠牲者の
遺骨を含む土砂
を埋め立て工事
して使うな』の
意見書を！

　防衛省は、米軍普天間飛行場の移設先の辺野古埋め
立てに使う土砂の採取候補地に本島南部を加えた。
「戦没者の遺骨を新基地建設の埋め立てに使用するこ
とは犠牲者の人々の尊潰し『物言わぬ』戦没者を2度殺
すような人道に反する行為だ」沖縄県11議会、県外で
も7議会で、県内でも意見書を内々で検討しているとこ
ろがあるようです。
　ご承知の通り沖縄本島南端の糸満市摩文仁にある
「平和の碑」は沖縄戦で亡くなった24万人余りの犠牲
者の名が刻まれる。その内本土出身者は今年6月現在46
都道府県すべてにまたがり7万7,458人、三重県は1,000
名程度、松阪出身者も2桁です。沖縄戦での戦没者との
向き合い方は日本全体で問われている。
よろしくご検討を！

　平素より本市議会に対し、ご理解ご協力を賜り誠に
ありがとうございます。
　このたびは、貴重なご意見をお寄せくださりありが
とうございました。
　頂戴しましたご意見は、すべての議員に周知すると
ともに、他市の状況等も参考にしながら本市における
取り扱いについて調査研究をさせていただきます。

議会事務局
電話：53-4433
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8
「広報まつさ
か」配布ルート
の件

　標記の件ですが、21松広第000158号令和3年7月8日付
けで回答いただいております。標記回答では『なお、
自治会によっては未加入世帯への配布を行っていると
ころもあり、今後未加入世帯への配布について市から
住民自治協議会等への配布協力の依頼を行ってまいり
ますので～』とあります。回答日から2ヶ月ですので地
域づくり連携課を通じて対応方はどうでしょうか。
　『暮らしのガイド』も2018年度版です。人口は減少
傾向ですが世帯数増加しており、その世帯には『暮ら
しのガイド』はどうなっているのでしょうか？

　「広報まつさか」の配布につきましては、21松広第
000158号令和3年7月8日付けで回答させていただいたと
おり、住民自治協議会の下部組織である自治会を経由
して配布しています。住民自治協議会連合会には、未
加入世帯への配布協力依頼についてお話をさせていた
だきましたが、改めて役員会等の場においても依頼を
させていただく予定です。
　『暮らしのガイド』については、前回2018年度版は
民間事業者により全戸配布しております。

広報広聴課
電話：53-4311
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9
自治体のデジタ
ル化をめざして

　本年9月「デジタル庁」が国で発足しました。松阪市
においても本年度は理事級のポストを設置し取組みを
強化されております。戸籍住民課の職員さんが休みや
又大黒田町のサンフラワー内にマイナンバーの受付場
所を設置し、若年層の取得者に対してメリットある取
組みを実施されているようです。市民の取得目標を
50％におかれていますが、40％台の取得率ではないで
しょうか。2040年には高齢者がピークを迎えます。そ
の頃には働き手不足も深刻化し、充分なる行政サービ
スが出来なくなるかもしれません。国は自治体ごとに
バラバラだった基幹業務のシステムを25年度末に統一
しようとしております。しかし、インフラであるマイ
ナンバーカードの交付率を上げる必要があります。保
有率を上げるために　①公的なメリットの広報活動の
強化（10月には健康保険証の使用本格化）問題は医療
機関の機器負担をどうするか。24年度までに運転免許
証への一体化メリット　②民間サービスとどうつなぐ
か　先端技術の導入めざした民間企業との連携協定や
宣言を　③経済対策としてのカード申請者や既に持つ
人にも1人５千円の地域商品券の配布　④デジタル格差
を生まないための高齢者向けスマートフォン教室の開
催。例えば公民館活動の行事に加える。もちろん松阪
公民館にも又広報課の担当の出前講座の必修課題に。
又、現行でもスマホPCタブレットで完結する行政手続
の拡大（尚50～79才のある会社の調査によれば約３割
が「マイナンバーカード取得の予定なし」。理由は
「個人情報の漏洩が心配」「メリットがわからな
い」。

　ご認識の通り、松阪市におきましても、国のデジタ
ル化推進を実施していくために、部長級の職員を新た
にDX推進担当理事として配置し、推進体制を整えたと
ころです。
　マイナンバーカードの取得率につきましては、現時
点で三重県内トップではないものの、取得率は45.2%で
あり、目標の50％に向けて、マイナンバーカードセン
ターの開設や地区市民センターや企業等への出張申請
受付の実施等により向上を図っています。
　高齢者がピークを迎えると言われる2040年問題は、
自治体において行政職員数の減少やその少ない職員数
での行政運営が課題となると言われる中、自治体DX推
進計画にある重点取組事項の一つである自治体の情報
システムの標準化・共通化の実施は、2025年度末を目
指してシステム調達等の業務に係る人的コストの削減
や、カスタマイズの抑制等により、システムの導入・
維持管理等に係る費用の削減を図ろうとするもので
す。
　マイナンバーカードの健康保険証としての利用が今
月よりようやく開始する見込みとなり、運転免許証の
利用等その用途の拡大についても進められており、マ
イナンバーカードのセキュリティ対策及びメリットと
して用途の拡大についても国県と連携しながら周知を
図り、市民の皆様の疑問、不安あるいは期待に応えら
れるよう、さらなる取り組みを図ってまいりたいと考
えています。

情報企画課
電話：53－4228
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10 （公園のゴミ）

　1週間ほど前から文化財センター工事現場付近に、燃
えるゴミ袋に大量のごみを入れたまま捨ててあり、工
事関係者や掃除の方が気付き処分するかなと思いつ
つ、ウオーキングしたり、駐車場のポイ捨てごみを
拾ったりしてましたが、私の自転車ではゴミ袋は乗ら
ず、9/24まできてしまいましたが、朝ウオーキングし
てたらトイレ掃除の方が居たので、処理をお願いした
ら、私の担当区域外だからと言われ処分していただけ
ませんでした。そこで公園係に電話をして取りに来て
もらうことにしました。
　市ももう少しいい人を採用してください。

　当公園に捨てられていたゴミにつきましては、○○
様よりお電話いただき、対応させていただきました。
また、トイレ清掃を委託している業者へ、施設周辺の
ゴミ回収について再度指示し、業者で回収できないよ
うなゴミについては、公園係へ連絡するように指導さ
せていただきました。
　この度は、不愉快な思いをさせてしまい申し訳ござ
いませんでした。
　今後は、皆さまに気持ちよく利用していただける公
園づくりに心がけて参ります。

土木課
電話：53-4167

11
コロナワクチン
予約について

　9月1日の予約を試みましたが、全く取れない状況で
した。
　スマホ1台とパット1台でのネット予約を行いまし
た。
　9時に開始するも、全てが❌表示になってた。
　この現状を把握しているのか！
　電話は、1時間経ったが繋がらない！
　混雑するのは、予測出来るでしょう！
　他の市町村は、こんな事になっていない！
　時間を無駄にさせないで下さい。

この度は、新型コロナワクチンの予約に関して、ご
不便をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。
９月１日より新規受付を開始した予約枠は、インター
ネットからの申し込み分が数秒で満席となりました。
また、コールセンターへも非常に多くの予約のお電話
をいただいたことで大変つながりにくい状況が続くこ
ととなり、ご迷惑をお掛けしましたこと重ねてお詫び
申し上げます。

すでに御存知のことと思われますが、９月３日から
も三重ハートセンターおよびクラギ文化ホールでの新
規の予約を受け付けております。現在はコールセン
ターにもつながりやすい状態となり、まだ予約にも余
裕がございますので、もしよろしければご検討くださ
い。

今回いただきました貴重な意見を参考にさせていた
だき、一日でも早く希望される方全員がワクチン接種
していただけるよう全力を尽くしてまいります。

健康づくり課
電話：31-1212
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12
オンライン授業
になって

　子供が分散登校、オンラインで授業となりました。
　我が家は、子供二人にパソコン一台しかないです。
　そもそも親は仕事でいてあげられないので、下の子
が自分ひとりでパソコンを使って、オンラインで朝の
会に参加出来るとも思えません。
　分散登校、オンライン授業、本当に困ります。
　コロナだから、緊急事態宣言出てるから。
　それで、いいのでしょうか。
　松阪から、変えていって下さい。

　貴重なご意見をいただきありがとうございます。
　さて、三重県においては８月２７日に緊急事態宣言
が発令され、松阪市においても８月に入って感染の報
告が増加しており大変厳しい状況です。
　こうした中、夏季休業があけ、９月１日より子ども
たちの学校生活が始まっておりますが、学校における
感染拡大防止のため、令和３年９月１２日までの期間
については、密を避けるため分散登校と家庭での学習
を組み合わせて実施しているところです。
　ご指摘の「オンライン授業」については、本市より
児童生徒１人１台に貸与しているタブレット端末を活
用していきます。ご家庭のパソコン等のご準備は必要
ありませんので、ご安心ください。
　また、家庭での学習については、学校や学年の実態
に応じて学習計画を立てています。何かご不明な点が
ございましたら、学校へ直接お問い合わせください。

松阪市子ども支援
研究センター
電話：53-4385

13
ワークセンター
利用について

　施設解放まだされているようですが。
　登録されている人限定で。
　他の施設は、軒並み利用中止となっている状況で
す。
　このような中途半端な事で感染の封じ込めは、出来
るのでしょうか？？
　封じ込める気は、無いとしか言い様がありません。
　また、登録者限定での利用は、公金を投入しての施
設かと思われるますが如何でしょうか。

　ワークセンター松阪では、現在主催するすべての講
座を休講しております。
　ならびに貸館業務につきましても新規の受付を停止
しております。既に予約済みの方に対しても中止、延
期を要請しております。しかしながら既に予約済みの
方の中には、どうしても中止、延期できない場合があ
り、その場合には感染予防対策（検温・マスクの着
用・換気の徹底等）の徹底を要請し、了承を得た団体
のみ貸館を行ってきました。

ワークセンター松
阪
電話：29－6510
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14
分散登校につい
て

　13日以降も分散登校だと、小学校よりメールがきま
した。
　タブレットにて、朝の会と、帰りの会だけ参加し
て、うちの子の場合は終わりみたいです。
　東京の知り合いは、普通に小学校行ってるよと、話
しを聞き、何で東京は普通に学校あるのに、松阪市は
分散なの？と感じてしまいました。
　自治体によって異なることは、分かっていますが、
子供の家庭での様子を見ると不健康すぎて。時間を持
て余してます。
　あまり、分散にはもうならないように考えて欲しい
なと思います。

　貴重なご意見をいただきありがとうございます。
　さて、三重県においては緊急事態宣言が延長され、
依然としてコロナウイルスの感染拡大が予断を許さな
い状況が続いております。本市では、引き続き分散登
校・オンライン学習を実施し児童生徒同士の接触機会
を減らしながら、学校での感染拡大防止に努めていき
ます。オンライン学習につきましては、学校と連携し
ながら内容の充実をすすめているところです。 松阪市子ども支援

研究センター
電話：53-4385
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15
分散登校やリ
モート授業につ
いて

　高校生の上の子は、30日まで登校日が1日あるだけ
で、後は30日までリモート授業になりました。
　子供は、ショックを受けてしまい、ふさぎ込みがち
です。やる気がありません。
　下の子も同じくリモート授業、分散登校になりまし
たが、リモート授業の日は、朝の会と帰りの会に参加
するだけで、後はどうしたらいいのか分からないみた
いで、家で遊んで過ごしている様子です。
　私も仕事をしておりますので、学校に行かずに家に
残してくる子供のことが心配です。
　以前、教育委員会へ相談してもらえれば、家にいら
れない子供を学校で受け入れてもらえるから相談して
欲しいとの話がありましたが、そこまでのものでもあ
りません。
　とにかく、子供達が不健康です。
　コロナの対策も大切ですが、若者の自殺者の方が増
えているという現状もありますので、若者の心身が健
やかに保たれる対策として、分散登校、リモート授業
が続くのは、政策としてどうなのかな？と、疑問もあ
ります。
　親は仕事へ行くのに、子供は自宅で待機なんて、
矛盾しているといいますか、本当にコロナの対策に
なっているのかな？とは、思います。
　子供達にだけ我慢を強いるのは、弱い者いじめの様
なものだと感じます。
 大人は何を我慢しているのか疑問です。
 大人が決めた決定事項に従わせている現状で、上から
押さえつけられてる様な思いをさせてると思います。
　コロナ対策で分散登校でリモート授業にすると決め
ることは、簡単だと思いますが、子供たちに我慢をさ
せていること、もう一度、よく考えてみて欲しいで
す。

　貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
　さて、三重県における緊急事態宣言の適応期間の延
長に伴い、本市の小中学校では、引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策を徹底しつつ、分散登
校・オンライン学習を実施するなど、学校の実態に合
わせた対応・取組を進めているところです。
　また、登校時に検温を行ったり、丁寧な見守りを
行ったりするとともに、オンラインによる朝の会を行
うことで、表情や様子を観察したりするなど、子ども
たちの心と体の健康　状態の把握に努めているところ
です。
　しかしながら、○○様がご心配されてみえるよう
に、体調がすぐれなかったり、不安や悩みを誰にも相
談できず、一人で抱え込んでしまっていたりする子ど
もたちがいることも懸念されます。そこで、市教育委
員会では、子どもたちや保護者の皆様に対して、アン
ケート調査のご協力を依頼し、緊急事態宣言中の対策
や取組に対するご意見とともに、子どもたちの心の状
態や家庭での様子等の把握に努めているところです。
皆様からのご回答を今後の対策に活かしていきたいと
考えています。
　今後とも、松阪市の教育活動にご理解・ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。
　なお、市教育委員会では、コロナ禍における相談窓
口として、「きずなダイヤル」（53-4403）を開設して
います。お子様の健康状態につきましては、私どもも
心配しておりますので、ぜひ、ご相談をいただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。

学校支援課
電話：53-4403
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16

松阪市 小中学
校、高等学校の
リモート授業に
ついて

　先日久しぶりに登校する子供達を見かけました。久
しぶりの登校で嬉しそうな子供達をたくさん見かけま
した。 このコロナ騒動が始まってから一年半が経ちま
したが、子供達の重傷者、死者はおりません。コロナ
で亡くなるより、自殺者のほうが多いのが現状です。
子供達に過度な感染症対策は不要と考えます。分散登
校や通常の登校を増やして頂きますようお願いいたし
ます。

　現在、松阪市では、緊急事態宣言の延長を受け、９
月１３日から３０日の期間について、引き続き分散登
校を実施することを基本として取り組んでいます。こ
の間においては、今後の感染拡大や急な学級閉鎖に備
えるため、4日間のオンライン授業日を設定させていた
だいております。
　こうした中、現在の緊急事態宣言については、全国
一斉の解除が検討されるとの報道があります。市教育
委員会としましては、宣言の解除後は速やかに平常な
状態の学校に戻していきたいと考えております。
　分散登校していた子どもたちも、クラス全員がそ
ろった宣言以前の環境で学習できることを楽しみにし
ているとの声も聞いています。
　今後については、国や県の通知を待って、引き続き
適切な対応に努めてまいります。

学校教育課
電話：53-4386

17
図書館の臨時休
館について

　それほど感染リスクが高いとは思えない図書館は休
館する必要はありますか？外出を自粛している中、子
どもたちが本を借りられず困っています。

　8月27日に三重県に緊急事態宣言が発出され、感染症
拡大防止対策を緩めることなく徹底する必要があるこ
とから、国や県、近隣市町の動向を注視しながら、新
型コロナウイルス感染症拡大防止を図っておるところ
です。図書館につきましては、図書館という仕組み
上、どうしても利用者の特定が難しく、不特定多数の
人が本を触るということ等を鑑み、また、三重県立図
書館が休館していることからその対応に則り、緊急事
態宣言の期間中まで臨時休館とさせていただいており
ます。
　一方で、図書館資料は生活に潤いを与えるものであ
り、長期間にわたって外出自粛が求められている現在
のような状況でこそ、自宅での時間を有意義に過ごす
ために図書館資料の利用を求める声は多いものと認識
しております。
　なお、予約本の受取や電子書籍は利用できるように
しており、少しでも読書活動が継続できるよう努めて
おるところでございます。

生涯学習課
電話：53-4396
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18
キャッシュレス
決済で経済支援
の記事について

　9月15日付け朝刊でキャッシュレス決済で経済支援
20％還元とありましたが、前回もPayPayのみの利用者
だけが還元されて、他のキャッシュレス決済や現金利
用者にはなんの還元もされない決済支援はおかしいと
思います。
　市民の税金を使って一定の人にだけ還元されるのは
不公平感があります。
　大体経済支援して欲しいと思う人はキャッシュレス
決済は利用しない人が多いのではと思います。高齢者
の人は特にキャッシュレスの利用は多く無いと思いま
す。キャッシュレスのポイント還元は高額所得者によ
り多く還元されるだけては無いでしょうか？
　前回の利用者や事業者のアンケート結果も高齢の利
用者がどれくらいいたのか疑問です。
　もっとホントに支援を必要としている方々に支援さ
れるべきだと思います。
　大事な市民の税金を無駄には使って欲しく無いで
す。

　昨年度においては、Paypay株式会社は加盟市内店舗
が、県内トップクラスの加盟率があり、すでに多くの
店舗がこのキャンペーンに参加できる体制が整ってい
ること。サービス名の知名度とも他のスマホ決済に比
べて高く、はじめての方でも利用しやすいこともあ
り、Paypay株式会社のキャッシュレス決済を対象にし
た還元事業を実施いたしました。
　しかしながら、今年度につきましては複数のキャッ
シュレス事業者が同様のキャンペーンに対応でき、利
用者も様々なキャッシュレス決済の手段をご利用いた
だいておりますので、本市内の利用可能店舗数や店
舗、利用者への広報・周知体制、利用者向けの支援・
広報の実施体制などを比較検討してキャッシュレス決
済事業者を選定したいと考えております。
　また、総務省の令和2年度の発表ではスマートフォン
の保有率が8割を超え、高齢者におけるスマートフォン
の利用も年々増加しております。キャッシュレス決済
は現金取引と比べて、接触する回数が少なく、現在の
コロナ渦において感染症対策につながりますので、市
がキャッシュレス決済還元事業を実施することによ
り、今まで利用されていなかった方に利用してもらう
きっかけづくりになる事を目的にキャッシュレス決済
を対象としております。
　キャッシュレス決済の利用をされていない方に向け
た「キャッシュレスの使い方講座」を複数の会場にて
開催したいと考えております。

商工政策課
電話53-4361
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19 コロナ対策

　第2弾「コロナに負けるな！　松阪みんなの商品券事
業」 のニュース記事を見ました。対象はひとり親世帯
と多子世帯（4人）。
コロナも長期になり全世帯が困ってる中で、特定の世
帯ばかり何度も支援するのは平等性に欠けると思いま
すので、今後、市民に平等な支援策をお願いしたいで
す。
　それと、多子世帯っていうのは一般的には3人以上で
す！3人の世帯をはずし、4人以上とする理由を教えて
欲しいです。
4人でも支援の必要ない収入が多い世帯もありますよ。

　追加発行の対象者についてですが、令和3年8月31日
時点において、「低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金受給世帯（ひとり親世帯
分）」及び「多子世帯（18歳に達する日以降の最初の3
月31日までの間にある児童を養育しており、こども医
療又は障がい者医療の受給資格を有している児童を4人
以上養育している方）」となっており、すべてのひと
り親世帯と多子世帯が対象になるわけではなく、所得
制限を設けております。
　また、対象となる多子世帯を4人以上としました理由
については、コロナ対策として昨年度実施しました
「松阪市多子世帯臨時特別給付金」を基に対象者を決
めております。緊急事態宣言下、松阪市として早急に
支援をするため、このような対象とさせていただきま
した。
　ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

商工政策課
電話53-4361

20
篠田山墓参の混
雑

　お彼岸で篠田山に墓参に行きました
　４２号線の信号を渡ったら大渋滞で
　原因は花屋のお客様の路上駐車
　墓参終え下って来る車と狭い道で登る車で花屋の前
で喧嘩になっていました
　花屋の駐車場が無いのに営業させてて良いでしょう
か？
  普段は混雑してませんが対策案有りませんか？

　ご指摘のとおり、お彼岸などのお墓参りが多くなる
時期の混雑については、以前から対応に苦慮している
ところでございます。対応としましては、墓参者が路
上駐車を行わないよう、生花店の方にお声かけのお願
いをしております、また、墓参者や斎場利用者の生花
店利用が想定されることから、篠田山霊苑墓参者用駐
車場の利用及び案内をお願いしております。
　今後の対応として、苑路脇の樹木が車道幅に影響し
ていることを考慮し、今年度中に伐採を行うと共に苑
路の整備を計画し、少しでも混雑緩和につながること
を期待しているところでございます。
　根本的な問題解決には、運転される方のご協力が不
可欠となりますが、篠田山斎場としましては少しでも
改善されますよう整備を進めてまいりますので、ご理
解とご協力をお願い致します。

環境課
電話：29-1317
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21
市役所トイレで
の歯磨きについ
て

　先日三重県庁で起きたコロナクラスターの原因の一
つが「トイレでの歯磨き」と発表されました。
　以前にもどこだったかの会社で起きたクラスターが
トイレでの歯磨きや会話が原因だと発表されていたの
で、まさか今でも同じように容認しているところがあ
るとは思いませんでした。
　松阪市役所でも前々から午後の1時前にトイレに行く
と、歯磨きをしている職員の方々でいっぱいで中に入
れないほどでした。最近は市役所に行っていないので
わかりませんが、まさか今も相変わらず歯磨きがなさ
れているのでしょうか。
　もともと公共のトイレでの歯磨きやうがい、歯ブラ
シを洗う行為を不衛生だと感じていました。コロナ対
策時だけにかかわらず、今後市役所トイレでの歯磨き
を禁止にしていただきたいです。

　ご意見を頂戴しました市役所庁舎トイレ洗面所等で
の歯磨きにつきまして、感染対策の観点から朝と昼休
み終了後の時間に、鏡や手洗い付近のアルコール消毒
を実施していたところですが、三重県からの発表の内
容をうけて、松阪市コロナ対策会議により庁舎内の洗
面所における歯磨きについては当面の間禁止と決定い
たしました。
　これからも市民の皆様に安心して来庁いただける市
役所であるよう努めて参ります。

財務課
電話：53-4322

22
飯高駅「松阪市
の景観」作品展
を見

　大変良い企画と思います。コロナ禍の中、松阪市の
美しい景観を感性豊かに表現していて、こんなところ
にも感動しているのかという場面が多くあり、うれし
く思いました。また、先生方の指導も行き届いている
ように思いました。構図、色の使い方、等、自分も参
考になりました。人が多く集まる、また、他府県の人
も多く利用する（道の駅）を活用することは、大変有
効であり、また、市民の誇りと自信にもなります。今
後とも、これらの活用をさらに考えていただきたいと
思います。
　さて、提案ですが、私は、70歳を過ぎて、絵画は見
えますが、隅に書いてある字が小さくて読めませんで
した。児童生徒が、なぜここの構図が美しいと感じた
のか、そしてどのように工夫して表現したかったか、
生の声を自由に聞きたかったです。児童生徒は、小２
からPCに触れていると聞きますし、A４一枚与えて、自
由に発言させてはどうでしょうか。大人の枠に考えよ
りも、素晴らしい未来を描いると思います。次回、期
待しています。

　松阪市では、毎年、まつさかの景観をテーマに「ま
つさか景観絵画コンクール」を開催し、入賞作品につ
いては、「飯高駅」を含む市内5か所で巡回展示を行
い、多くの市民や来訪者の皆様に、児童生徒が一生懸
命描いた作品を通じ、松阪市の美しい景観を知ってい
ただけるよう取り組んでいるところです。
　この度、○○様からご指摘をいただきました
「字が小さくて読めない」ということにつきまして
は、文字の大きさなど再検討し、どなたでも読みやす
くなるよう改善していきたいと思います。
　また、作品に対する児童生徒の声や想いの発言につ
きましては、これからの作品展示のあり方として参考
にさせていただきたいと思います。
　今後とも、ご来場者の皆様のご意見を参考に、
景観絵画を通じた松阪市の美しいまちなみや自然など
の様々な魅力を発信していきたいと考えておりますの
で、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

都市計画課
電話：53-4166
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　仲秋の候、市長におかれましてはますますご清栄の
ことと存じます。日頃から市民の安心安全のための施
策を展開いただきありがとうございます。
　さて、当方、全盲の重度視覚障がい者でございま
す。妻も、重度弱視の視覚障がい者です。視覚障がい
者同士の夫婦でございます。
　妻が、９月２１日火曜日の夕刻、松阪市内にて交通
事故に遭いました。秋の交通安全週間の初日でした。
　この交通事故の原因と思われることについての改善
をお願いしたく、以下に要望します。
◎事故の概要
　場所:宮町「マックスバリュ中央店」近くのＴ字路、
「赤から」と「すき家」の間の横断歩道上
 状況:　９月２１日（火曜日）の雨の夕暮れ時、白杖
を適切に使用していた歩行者（妻）が「赤から」側か
ら「すき家」側へ渡っていたところ、マックスバリュ
側から直進してきた車に横断歩道上でひかれた。
　備考:消防・警察に通報されている事故。
　事故後、被害者（妻）は救急車で搬送後入院し、現
在自宅にて療養中。視覚障害に加え、歩けないため、
室内の移動も困難を極め、生活に甚だしい支障をきた
している。
◎要望:
１、横断歩道が薄れている。ドライバーへの視認性を
高めるため濃く塗り替えて欲しい。
２、横断歩道の手前に車の速度を落とさせるため、道
路にこぶ状の突起(スピードバンプもしくはハンプ)を
つける。
３、警察庁が整備を進めている、アプリ「信GO！」対
応の信号の設置。
４、白杖を持つ者に対する道路交通法上の運転者の遵
守事項の周知徹底、啓発。
５、松阪市として以上についての施策を充実させると
ともに、道路を管理するもの警察公安委員会など関係
各方面に、できる限りの働きかけをお願いしたい。
６、１から５の要望について、松阪市としてどのよう
に取り組んでいただけるのか、それぞれの項について
詳しくご返答いただきたい。

23

（改）視覚障が
い者の命と生活
をまもるため
横断歩道上の安
全確保をいただ
きたい　追記あ
り

　１番から３番について、御指摘いただきました道路
環境の整備ですが、信号機や横断歩道等の交通規制に
係るものは公安委員会（警察）が管理運用しておりま
すので、今回頂戴いたしました御意見は、松阪警察署
に引継ぎさせていただき検討、施工していただいてお
ります。また、道路におけるハンプ等につきまして
は、道路及び施設管理者等に対応していただいており
ます。
　松阪市としては、市のホームページ、広報紙など
様々な機会を通じての広報啓発活動や、ドライバーを
はじめ、幼児から高齢者まで各世代を対象にした、参
加・体験・実践型の交通安全教育を展開し、白杖を
持ってみえる方などの、歩行者保護の交通安全意識の
向上を図ってまいります。
　５番につきましても、交通事故が無くなることは全
ての市民の願いであり、「交通事故のない松阪市」を
築くため、引き続き、学校、警察、各団体、地域の皆
様と一体となって交通安全対策を進めていきます。
　今後も、お気づきの点、御意見等ございましたら、
下記の担当課まで御連絡くださいますよう、よろしく
お願い申し上げます。

地域安全対策課
電話：53-4061
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道路工事業者の
喫煙とたばこの
灰を道に捨てる
行為について

　9/29（水）午前中から○○○という工事業者が道の
舗装工事をしに自宅の前の道路に工事車両や道具を置
いて作業していました。
　午前中〜昼過ぎにかけて、路上で堂々とたばこを吸
い、灰は道に落とし、吸い殻は側溝の排水路へ落とし
ていました。（4〜5人は喫煙していました）
　あまりに粗暴な為、土木課に連絡を取り、担当の○
○という職員と○○○の現場担当者に「おかしいので
はないか」と注意させていただきましたが、終始他人
事のように聞いていただけで言葉での謝罪はあったも
のの、気分のいいものではありませんでした。
　市では受注した工事業者に作業場の注意として路上
にたばこの灰を捨てることを許可しているのですか？
あるいは黙認しているのですか？
　自宅前でそのような行為をさせると非常に迷惑です
し、まだ未就学の子どももいますので健康上非常によ
くないのでルールを徹底してほしいです。

　今回の殿村町地内の公共工事における施工業者の行
為について、ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございま
せんでした。
　ご指摘のようなたばこの灰、吸い殻を路上に捨てる
ような悪質な行為については、当然のことではありま
すが市は許可をいたしておりません。
　今後はこういったことがないよう市と受注業者との
間で現場での休憩場所の指定や喫煙スペースの限定
等、周辺環境へ配慮した作業現場づくりを指導・徹底
し再発防止に努めて参ります。よろしくお願いいたし
ます。

建設保全課
電話：53-4152


