
令和３年度（2021年度）11月受付分公表
番号 件名 市民の声（要旨） 市の回答 問い合わせ先

(1)主権者教育の推進
　主権者教育とは、「国や社会の問題を自分の問題と
して捉え、自ら考え判断し、行動していく主権者を育
成すること」であると捉えています。単に政治の仕組
みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、社
会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一
人として主体的に担うことができる力を身につけさせ
ることが重要です。各校では、社会科だけでなく、児
童会・生徒会活動など、教育課程全体で取組が進めら
れています。今後も、あらゆる教育活動の中で、主権
者教育の推進を図っていきたいと考えます。

(2)人権教育の推進
　人権教育は、すべての教育活動の中で行われるもの
であり、子どもたちに「自分の人権を守り、他者の人
権を守るための実践行動ができる力」を育み、人権文
化を構築する主体者づくりをめざしています。松阪市
では、人権教育の充実を図るため、「松阪市人権教育
基本方針」を策定し、あらゆる差別の解消に向けて、
各校で人権教育の取組を進めてきました。市内すべて
の学校で、人権教育カリキュラムを作成し、個別の人
権課題にかかる学習、反差別の仲間づくりなど、組織
的・系統的に、子どもの発達段階に合わせて人権教育
の推進を図っています。

(3)今日的、社会的に発生している諸問題
　〇〇様ご指摘の通り、格差社会の問題、子どもの貧
困の問題、環境にかかわる問題など、現在の日本にお
いては、様々な諸問題が発生しております。それぞれ
の問題に対して、私たち一人ひとりが、現状を理解
し、しっかりとした意見を持つことは大切であると考
えます。このような学習についても、学習指導要領に
則り、子どもの発達段階に応じて、学習を進めていき
たいと考えています。

　現在標記の検討がなされていると思いますが次の項
目についてどのように検討されているか教えて下さ
い。
１） 主権者教育の推進
日本国憲法の大きな特色として“国民主権”がうたわ
れておりますが小中学校における国民としての権利、
義務があろうかと思いますがその取組みの総括と推進
について施策内容にどのようにふれられているのか。
２） 人権教育の推進
日本国憲法の大きな特色として“基本的人権の尊重”
がうたわれておりますが施策内容〈豊かな心〉人権教
育の推進とあり「松阪市人権教育基本方針」にもとづ
き人権教育が進められております。小生その中味をし
りませんのでおしえて下さい。（冊子があれば提供
を）
３） 教育基本法第１４条「政治教育」１項で「良識あ
る公民として必要な政治的教養は教育上尊されなけれ
ばならない」とうたわれておりますが、今日、社会的
に発生している問題、たとえば経済格差、進学格差ひ
いては職業選択格差、学力をつけるために塾に行けな
いとか通教が受けられない教育手段としてパソコンを
買えないとか？自分は将来医者になりたくても経済的
理由で希望がかなえられない子供の貧困等も７人に１
人とか色々ありますが、義務教育でもすべてが公費で
はない。高校大学はしかしそれでいいのでしょうか。
最近親ガチャなる言葉がメディアに出てます。又、台
風、大雨といった環境にかかわる問題もでております
が究極的には政治の責任ではこのようなテーマの学習
は政治を知る上で大切では？

1
教育ビジョンの
策定に関する質
問

学校支援課
電話：53-4385
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1
教育ビジョンの
策定に関する質
問

４） 平和主義は日本国憲法のノーベル賞級のものとし
て世界的に評価されています。それは憲法９条１項２
項であります。１．施策体系に“平和教育の推進は見
当たりませんがどうでしょうかお答えは社会科とか総
合学習の時間に学校で広く深く実践しているとか例と
えば平和主義を　㋑絶対平和主義　㋺積極的平和主義
㋩平和主義に平和学では分類されますが日本では㋑㋺
㋩のどれに当たると思われますか。
５） 性教育の推進
最近、性犯罪が顕在化しております。我々は保健体育
の時間に人間の体の仕組みとか機能をさらっと学びま
すが、なかなかリアルな生殖に関する教育はうけてま
せん。このような教育は施策体系のどの分野であつ
かってみえるのでしょうか。
尚詳細は学習指導要領にあろうかと思いますが？

(4)平和教育の推進
　平和教育については、基本的人権の尊重の観点か
ら、「人権教育の推進」の含まれると捉えています。
〇〇様ご承知の通り、学習指導要領の社会科の目標に
は「我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、
国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者
として、必要な公民的資質を養う」とあります。市内
の小中学校では、社会科を中心に、様々な教育活動の
場面において、平和に関する学習が展開され、子ども
たちは、「生命の尊さ」、「戦争の悲惨さ」、「平和
の大切さ」について学んでおります。これからの未来
を生き、平和を守り平和な世界を構築していくことを
めざして、今後も取組を一層進めてまいります。

(5) 性教育の推進
　性教育の推進については、心身の発達の理解や、心
身の健康問題に適切に対処できる自己管理能力を育成
していくという観点においては、「健康教育の推進」
の施策に含まれると捉えています。学校での性教育の
学習については、小学校３～６年体育科保健領域の
「体の発育・発達」、「心の健康」や、中学校保健体
育の「体の発育・発達」、「生殖機能の成熟」、「性
とどう向き合うか」において取り組まれています。ま
た、特別活動や理科、家庭科等の教科でも触れるな
ど、教科間を越えた取組が進められています。

学校支援課
電話：53-4385
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2

歩きスマホは危
険（ケガ、そし
て一生身体障が
い者に！）

　歩きスマホの危険性を市民が充分理解する必要性が
ありますが広報でもPRが、執行部サイドで相当部署が
全国の状態を把握し検討が必要ではないでしょうか。
よく知りませんが予算を伴わない条例は議員さんも提
案できるのではないでしょうか。倫理的な条例でなく
て罰則をつけたものが必要ではないでしょうか。２８
名の新しい議員さんが誕生しました。各会派で市民の
声を聞いていただいて条例化を是非実現化していただ
くようよろしくお願い申し上げます。

　御指摘のとおり、歩きスマホは交通事故に遭う恐れ
があるだけでなく、道路の側溝に転落したり、ひった
くりや性犯罪の被害に遭う恐れもある、非常に危険な
行為でございます。
　松阪市では、これまでも松阪警察署、松阪地区交通
安全協会と連携し、啓発に努めてまいりました。今後
は、ホームページやスマートフォンアプリ等も活用
し、更なる啓発を行ってまいります。
　また、毎年１０月から年末にかけて「夕暮れ時、
ちょっと早めのライト・オン運動」、１２月１日から
１０日にかけて「年末の交通安全県民運動」を実施し
ています。一人でも交通事故に遭う人を減らすことが
できるよう、各関係機関と連携して交通事故の防止に
努めてまいります。
　歩きスマホを規制する条例に関しましても、この度
のご意見を参考とさせていただき、今後の交通安全対
策として研究してまいります。
　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く所存でございます。今後と
も交通安全、交通事故防止に御協力くださいますよう
お願い申し上げます

地域安全対策課
電話：53-4061
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3
タブレット端末
の活用について

　ある市の教育委員会は令和４年度から児童生徒が毎
日の学校生活を記録するシステムに相談申告機能を追
加し、「相談ボタン」を押すと、「いじめ」「生活」
「勉強」などの相談の種類が表示され選択すると校内
の全教員に通知される仕組みだそうです。教委会は申
告の有無を１日１回以上、複数の教員で確認し、児童
生徒に声がけをするなどの対応を求めているようで
す。松阪市でもご検討をよろしくお願い申し上げま
す。
　又、学校別学級の連絡事項は「紙」情報が多いかと
思います。今日ではスマートフォンの所有率が高いわ
けですから、先生方の「働らき方改革」の一つとし
て、スマホで情報交換のできるようにも　尚経済的に
大変な父兄には市のほうで財政援助を検討されること
で対応を！

　市内小中学校における子どもたちの心身の健康状態
の把握につきましては、教職員による日々の見守りを
中心に進めているところです。しかしながら、教職員
の見守りだけでは把握できないこともあります。その
ため、学級満足度尺度調査（Q-U）やいじめアンケート
等を実施し、子どもたちの状態をより的確に把握する
ための取組も進めているところです。
　今年度におきましては、緊急事態宣言中の学校の対
応や心の状態等について、子どもたちだけでなく、保
護者の方々を対象にタブレットを活用したアンケート
調査を実施し、実態把握に努めました。
　今後も、子どもたちの状態をより丁寧に把握すると
ともに、一人ひとりに寄り添った支援を行っていくた
めに、タブレットを効果的に活用した取組を進めてい
きたいと考えております。
　なお、経済的に支援を必要とするご家庭におきまし
ては、就学支援援助等の制度の周知を図るとともに、
支援を行っているところです。

学校支援課
電話：53-4403
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4

国内最大規模の
風力発電施設三
重松阪蓮ウイン
ドファーム発電
所の件

　標記の件「経済産業大臣は、生活環境や稀少野生植
物などに重大な影響を十分低減できない場合は事業の
取りやめも含めた計画の技術的な見直し」を求める意
見書を事業所に送付したそうです。
　松阪市は環境影響評価など科学的根拠が示されてい
ない段階では「中立の立場」と説明されております。
　中立に新たな庁内の検討がどうなされたのかも、お
しえていただければお願いします。ご承知の通り気候
問題は国際的に大問題であり菅政権もカーボンニュー
トラと国の方針を大展開されました。R2年度からス
タートとしている松阪市総合計画の施策とSDGｓ（持続
可能な開発目標）との関係で整理されてみえますか如
何か？（計画書P.１４４～１４５）

　ご質問をいただきました、「（仮称）三重松阪蓮
ウィンドファーム発電所」の環境アセスメントの手続
きにかかる市長意見に関して、中立と説明しているこ
とについての庁内での検討内容ですが、環境アセスメ
ントの手続きの中で、市長の意見を三重県に提出する
にあたり、松阪市環境影響評価委員会を開催し、環境
保全の見地から各分野の有識者の委員の方々が審議を
行い、科学的な知見に基づく委員会からの答申を市長
意見としております。
　国がこれまで以上に再生可能エネルギーを推進して
いる現状ですが、松阪市としましても、事業の実施に
は地域の理解を得ることが前提であるという考えに変
わりはございません。
　ただ、本事業は民間事業であること、国が2050年
カーボンニュートラル宣言をはじめとして再生可能エ
ネルギーを推進していることを踏まえ、風力発電とい
うだけで反対するものではないと考えております。
　現在行われている環境アセスメントの手続きは、重
大な環境への影響を未然に防止するためのものであ
り、今後、手続きの進行があれば、松阪市環境影響評
価委員会を開催し、環境保全にかかる科学的な知見に
基づく有識者の意見を聴取してまいります。

環境課
電話：53-4425
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学習指導要領に
ついて

　次の項目につき小中校で「何を」「いつ」「どのよ
う」「何を手段として」教育実践されてみえるか教え
て下さい。
　又、質問項目について松阪教育委員会以外のたとえ
ば県内の市町の学校、県外の先進的な事例も含めてお
願いします。
①平和教育（含　非核教育）
②主権者教育（小中高生の現実のくらしにかかわる
テーマを事例として
③人権教育部落差別障害者差別、ヘイトスピーチ（含
むアイヌ民族）

学校支援課
電話：53-4385

(1)平和教育について
　市内の学校では、社会科を中心に、様々な教育活動
の場面において、「平和」についての学習が進められ
ています。子どもたちは、学習を通して、「生命の尊
さ」、「戦争の悲惨さ」、「平和の大切さ」について
学び、学んだこと考えたことをまとめたり、集会など
の場で発表したりする姿があります。
子どもたちが、これからの未来を生き抜き、平和を守
り平和な世界を構築していくことをめざし、今後も取
組を一層進めてまいりたいと考えます。
 
(2)主権者教育について
　〇〇様ご承知の通り、主権者教育とは、「国や社会
の問題を自分の問題として捉え、自ら考え判断し、行
動していく主権者を育成すること」です。単に政治の
仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまら
ず、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成
員の一人として主体的に担うことができる力を身につ
けさせることが重要です。各校では、社会科だけでな
く、児童会・生徒会活動など、教育活動全体で取組が
進められています。今後も、あらゆる教育活動の中
で、主権者教育の推進を図っていきたいと考えます。

(3)人権教育について
　松阪市では、人権教育の充実を図るため、「松阪市
人権教育基本方針」を策定し、あらゆる差別の解消に
向けて、各校で人権教育の取組を進めています。市内
すべての学校で、人権教育カリキュラムを作成し、〇
〇様ご指摘の差別解消三法に関連する「部落問題」、
「障がい者の人権にかかわる問題」、「外国人の人権
にかかわる問題」など、様々な個別の人権課題にかか
る学習について、子どもの発達段階に合わせて取組を
進めています。

5
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5
学校支援課
電話：53-4385

(4)犯罪被害者の人権軽視について
　〇〇様ご承知の通り、平成16年に犯罪被害者等基本
法が制定され、犯罪被害者等のための施策を推進して
います。しかし、依然として犯罪そのものやその後遺
症による精神的・経済的な被害に苦しめられたり、ま
た、ネット上の悪意のある書き込みや報道取材等によ
るプライバシーの侵害など、二次被害に悩まされたり
することもあります。誰もが犯罪被害者になる可能性
があることを、子どもたちが認識し、自分の問題とし
て捉えられるよう学習を展開していくことが大切で
す。本市としては、犯罪被害者の人権にかかわる問題
については、個別の人権課題として位置づけ、社会科
（公民分野）での学習と関連させながら学習できるよ
うに取組を進めています。

(5) インターネットに伴う人権問題について
　今日の社会は、生活のあらゆる場面で 情報化が進ん
でいます。情報の伝達・収集が容易にできるなど生活
が便利になった反面、〇〇様ご指摘のインターネット
上での人権侵害、情報モラル・セキュリティにかかる
問題など、様々な事象も発生しています。各校では、
子どもの発達段階に合わせて、情報モラル教育、情報
セキュリティ教育等、子どもたちが、情報を正しく理
解し、情報を批判的に読み解く力の育成を図っていま
す。

(6)環境教育について
　市内小中学校における環境教育につきましては、社
会科(小学５年及び中学公民分野で公害について学習)
や理科、家庭科、道徳科、保健体育科等、様々な教科
の中で環境問題について学習しています。さらに、委
員会や児童会・生徒会による環境保全やごみの減量、
節水等についての啓発活動、清掃工場・リサイクルセ
ンター等への施設見学、生き物観察や稚魚放流等自然
体験学習、地域と連携しての清掃活動といった、学校
や地域の特色を生かした環境教育に取り組んでいま
す。

④犯罪者被害者の人権軽視
⑤インターネットに伴う人権差別
⑥環境教育（含む公害教育）

学習指導要領に
ついて
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5
学習指導要領に
ついて

⑦交通安全教育
⑧性教育（生殖教育の実施）

(7)交通安全教育について
　市内小中学校における交通安全教育につきまして
は、自他の生命を尊重し、安全に判断、行動できる子
どもを育成するために、保健体育科や特別活動、総合
的な学習の時間を主としたあらゆる教育活動の中で、
発達段階に応じた交通安全教育を計画的、継続的に進
めております。また、交通安全指導員「とまとーず」
や自動車学校を活用した交通安全教室を実施するとと
もに、通学路の危険箇所を教職員が点検したり、地域
のボランティア等との連携による登下校の見守りや指
導に取り組んだりしております。

(8)性教育について
　小中学校での性教育は、体育科・保健体育科を中心
に、特別活動や理科、家庭科等、教科間を越えて取組
が進められています。なお、生殖教育については、小
学校４年体育科保健領域において、また、中学１年保
健体育においてそれぞれ学習しています。

学校支援課
電話：53-4385
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6
子供らに自転車
用のヘルメット
を？

　市内の中学生は通学時白いヘルメットを着用してま
す。小学生は旧市内の子供らは黄色の帽子を着用して
いるのをすべてではないですが見かけます。ところが
放課後や休日は無帽のところを多くみかけます。
　小中学校の生徒にも学校で交通安全の取組みが授業
等で展開されてみえますが、ヘルメットの着用をすす
めていただくご指導をよろしくお願いします。
　そして、着用率の低い大人への注意喚起にもなるの
ではないでしょうか。
　自転車の安全対策として松阪市としてヘルメット着
用の努力義務を設け、通勤通学時だけでなく自転車を
使用する時は着用する条例を検討しいただよう宜しく
お願い申し上げます。

　昨今、子どもたちが交通事故に巻き込まれ、命を失
うという痛ましい事例が全国的に発生し、子どもたち
の安全を確保していくことは喫緊の課題と捉えていま
す。
　まず、通学用ヘルメット及び黄色交通安全帽子の配
布状況ですが、学校や通学路における事故や犯罪の未
然防止を図るため、令和3年度は、通学用ヘルメットを
中学校全校及び小学校22校へ、黄色交通安全帽子を小
学校14校へ配付しました。ヘルメットについては、登
下校や帰宅後に自転車に乗る際に着用するよう指導し
ています。
　次に、市内小中学校における交通安全教育につきま
しては、自他の生命を尊重し、安全に判断、行動でき
る子どもを育成するために、保健体育科や特別活動、
総合的な学習の時間を主としたあらゆる教育活動の中
で、発達段階に応じた交通安全教育を計画的、継続的
に進めています。また、交通安全教育指導員「とま
とーず」や自動車学校にご協力いただき交通安全教室
を実施するとともに、通学路の危険なところを教職員
が点検したり、地域のボランティア等との連携による
登下校の見守りや指導に取り組んだりしています。
こうした取組みのもと、地域や保護者にご協力いただ
き、学校、地域、保護者、子どもが一体となって、い
ただいたご意見も参考にさせていただきながら、より
一層子どもたちの安全の確保に取り組んでまいりま
す。
　また、自転車利用者等の乗車用ヘルメットの着用を
努力義務とする条例におきましても、いただいたご意
見も参考にさせていただきながら、今後の交通安全対
策として研究してまいります。

学校教育課
電話：53-4389

学校支援課
電話：53-4403

地域安全対策課
電話：53-4061
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7
伝統的建物認定
制度第1号！

　本町魚町１丁目は景観保存地区に指定されていま
す。そこで、文化課文化財係との連携はと聞きました
ら、関係なし、景観保存に関する審議会でOKとのこ
と。
　殿町も景観地区であり江戸後期のいわゆる武家の建
物６軒あり
　ご案内の通り、原田宅は市の有形文化財になってお
り、文化財係の管轄　民家と武家は別々の管理　伝統
的とはどれくらい前ですか　歴史民俗資料館は国の登
録有形文化財　１９１２年（明治４５年）
　お願い『ヨコノツナガリ』をよろしく整理して下さ
い。

　松阪市では、平成２０年に松阪市景観計画を策定し
松阪市景観条例を制定・施行するとともに、歴史的ま
ちなみを保全していくため「松阪市歴史的まちなみ修
景整備事業補助金」を運用し、先人から受け継いだか
けがえのない良好な景観を次世代へ継承するため「誇
りと美しさの継承と再生」の理念のもと景観まちづく
りを進めています。
　この度、〇〇様から市民の声でご意見を頂戴しまし
た「伝統的建物の保全に関する制度として、その制度
や行政組織が分かりづらく、横の連携が取れていない
のでは。」ということにつきましては、今まで以上に
景観部局、文化財部局、また観光部局も含め、情報共
有、発信など部局が連携することで、松阪市の魅力あ
る歴史・文化的なまちなみ保全について、地区住民の
方々と共に取り組んで参りますので、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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8
SOS生理用品は
トイレットペー
パー

議会女性トイレと受付　市長部局含出先etc.
女性トイレと各所の受付　小学校３６校　中学校11校
女性トイレと保健室へ
予算は１０００万円程度　あと２年ですか
実施自治体では大好評　失職低収の女性
小中高校生（女子）とその保護者

 ご意見を頂戴しました、生理用品を本庁舎及び外局の
女子トイレや案内等に設置することにつきましては、
生理用品をトイレットペーパーのような消耗品とは考
えておらず、また必要以上に持ち出されるケースも考
えられるため、管理面からも難しい部分があり、今の
ところ設置することは検討しておりません。
 何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
この度はご提案いただきありがとうございました。

　市民の声にてご意見をいただいた「SOS生理用品はト
イレットペーパー」のうち、小中学校での対応につい
て回答いたします。
　長引くコロナ禍の影響を受け、経済的な理由などで
「生理用品の貧困」に直面している人が若い女性を中
心に増えていることが明らかになっています。
松阪市の小中学校では、困ったときには生理用品をい
つでも保健室で受け取ることができる体制を整えてい
ます。保健室に受け取りにきてもらったことをきっか
けとして、困っていること、悩んでいることがないか
個別に声掛けをしたり、その後の支援につなげたりし
ていけるよう、保健室での受け取りを基本としていま
す。
　今後も、生理用品に関して子どもたちが安心して学
校生活を送れるよう取り組んでまいります。

財務課
電話：53-4356
 

学校教育課
電話：53-4389
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9
スマホ未保者に
対する対応は

　（「がんばれ松阪！コロナに負けない最大20％あげ
ちゃうキャンペーン」を実施します！）のタイトルの
チラシを11/20産業振興センターにて入手しました。
　保有・未保有で形式的には「区別」ですか。活用し
一定の利益を取得すれば「差別」ではないでしょう
か。松阪市の課題は「多様性を認め合う共生社会の実
現」であり、「誰一人取り残されない社会の実現」で
はないでしょうか。「ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ　ＤＥ
ＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＧＯＡＬＳ」のその１は貧困を
なくそうです。
　小生は住民税非課税世帯です。従って日常の生活は
最低限であり残念ながらスマホを保有する余裕はあり
ません。かような市民に対してどのように市として対
応されるのかお聞かせ下さい。できれば松阪市政策決
定の権限をお持ちの職位の方に回答を願えれば幸いで
す。

　新型コロナウイルス感染症により外出行動の抑制や
３密を避けた行動が奨励されるようになり、私たちの
生活や経済活動を維持するため、これまでデジタル化
が進まなかった分野を含め、デジタルの活用が急速に
広がっており、コロナ後にはこの動きはさらに加速し
ていきます。そのような中、「誰一人取り残さない」
デジタル化を推進するためには、デジタルへの接触機
会を増やしその価値を実感いただける機会を提供して
いくことが大切であります。その取り組みの1つとして
「キャッシュレス還元事業」があると考えておりま
す。
　翌年1月15日から開始致します「がんばれ松阪！コロ
ナに負けるな！最大20％あげちゃうキャンペーン」に
際し、「スマホ教室」を昨年の１７か所から２４か所
に増やし、少しでも多くの方に「スマホ」に触れてい
ただく機会を設けさせていただいております。
　ぜひともスマホ教室にご参加いただき価値を実感い
ただければと考えます。

商工政策課
電話：53-4361
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10
松阪市内の観光
案内地図の整備
について

　私は駅部田町の住民です。運動のため、付近をウ
オーキングすることが多い毎日です。その途中に道に
迷った人から、地図を見て目的地への道を聞かれるこ
とが最近２回ありました。

1. 中部台公園のテニスコート下の池の付近にて、津市
から来たご夫婦から、宝塚古墳へはどのようにいけば
よいか？
　多分ネットで検索したと思われる地図を見ながら聞
いてこられましたが、その地図にはほとんど詳しい道
もわからないものでした。口ではとても説明できるよ
うな道ではなく、かなり近くまで一緒に歩いて案内し
ました。
2. 篠田山霊園の斎場を過ぎたところで、車を止めて明
野から来た人に第６市民墓への道を聞かれました。
　その方もネットで検索した地図を持っていました
が、とても詳しい道を見つけるのは地図では難しく、
付近をぐるぐる回っていたようでした。

　我々地域住民ですから、地元の道は分かっていて
も、他の町から始めてこられた人にはなかなか難しい
ものです。ネットでの検索で得た地図は詳しいもので
はなく、全く役に立たない情報でした。
　松阪市は町中の有名な観光ガイドはかなり充実して
いると思いますが、上記のような場所を検索しても、
詳しい地図は入手できない状態ですので、更に詳しい
地図を公開すること、及び道路に案内板などを設置す
ることを充実して頂きたいと提案します。

　先日は宝塚古墳公園を来訪いただきました方々にご
案内をしていただき誠にありがとうございました。
現在、来訪していただきます方々への案内を充実する
ため、松阪市ホームページ内の宝塚古墳の記載ページ
に、より詳しい案内図を掲示させていただく準備を
行っております。
　今後、道を尋ねられることがございましたら、該当
のホームページを参照していただけますと幸いです。
　また、篠田山斎場においては、霊苑内に自由墓地の
案内看板を設置するなど、安心して来場していただけ
る環境整備に努めてまいります。

文化課（文化財セ
ンター）
電話：26-7330

環境課墓苑係（
篠田山斎場）
電話：29-1317
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11

指定ごみ袋への
バイオマスプラ
スチック等の利
用について（ご
検討のお願い）

　平素は、新型コロナワクチン接種や、日常の市民
サービスにご尽力いただきまして、ありがとうござい
ます。
　さて、貴市指定ごみ袋について、お願いがあって、
投稿させていただきました。
　ご担当者様は既にご承知とは存じますが、環境省の
「令和２年度バイオマスプラスチック利活用検討業務
報告書」には、バイオマスプラスチック製ごみ袋（バ
イオ・ポリエチレンを想定）の導入による温室効果ガ
ス排出削減効果の試算結果として、次のとおり記載さ
れています。
 　「全国で使用される指定ごみ袋にバイオPEが導入さ
れた場合の最大CO2削減ポテンシャルは約15万トンCO2
と試算された。この削減量は、「地球温暖他対策計
画，平成28年5月閣議決定」における対策である「バイ
オマスプラスチック類の普及」で掲げられる CO2 削減
目標である 209 万トンCO2の約7.3％に相当する。」
　また、「バイオマスプラスチック等指定ごみ袋の導
入状況」調査（令和２年度調査。環境省ホームページ
に掲載）によると、「既に導入している」市区町村と
して、名古屋市等７７の市区町村名が記載されている
ほか、「今後、導入を予定しており、時期が決まって
いる」市区町村名（愛知県大府市等。大府市は令和３
年４月に導入済み）や、「時期は未定だが、導入を検
討している」市区町村名（伊勢市等）も一定数掲載さ
れています。
　現在の貴市指定ごみ袋と比較して、CO2 削減効果が
大きく、大幅なコスト増がないようであれば、バイオ
マスプラスチック製ごみ袋の導入について、ご検討い
ただけましたら幸いです。
　既に、ご検討等について着手済みの際は、ご容赦く
ださい。

　松阪市において「指定ごみ袋」は、松阪市が認定し
た業者が製造した「指定ごみ袋」を利用するようお願
いしております。
認定の基準については、
１） ポリエチレン製で高密度のもの
２） 大きさがL(45ℓ)M（30ℓ）S(10ℓ)であること
３） 色は黄色で中身が確認できる透明度のもの
４） 「松阪市指定ごみ袋」と表記してあるもの
５） 「家庭用品品質表示法」関係法令順守のこと
としております。
　お尋ねの「バイオマスプラスチック」素材を採用す
る場合、製造業者に協議したところ、環境面よりも価
格面において従来のポリエチレン素材よりも高く、市
民感情においても導入については業者サイドとしてた
めらっているようです。
　お尋ねいただいた件につきましては、「バイオマス
プラスチック」普及の状況や価格面などで製造業者と
今後も連絡を取っていきたいと思います。

清掃施設課
（松阪市クリーン
センター）
電話：36－0975
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12 外国人対応

　翻訳機能が、右上メニューを見ないとわからない。
鈴鹿市の公式のホームページは、トップにあります。

　〇〇様のご指摘の通り、現在の当市ホームページで
翻訳機能をご利用いただくためには、右上のメニュー
から進んでいただく必要がございます（スマートフォ
ン用ページで表示の場合）。いただきましたご意見に
つきましては、今後のホームページ更新時等の参考
とさせていただきます。

広報広聴課
電話：53-4312

13

視覚障害者の命
と安全を守りる
取り組みについ
てのお礼と重ね
てのお願い

　拝啓　向寒の候、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。この度、去る9月21日の交通事
故を受け、横断歩道の塗り直しがなされたことについ
てNHK津放送局より特集番組が放送されました。これも
偏に松阪市のお取り組みのおかげと存じます。全国的
に問題となっている「見えない横断歩道」についての
特集でしたが、信号機の無い横断歩道での一時停止率
の低さや、白杖を持つものへのドライバーの遵守事項
周知の取り組みなど、問題は山積しております。今
後、
１　スムース横断歩道への置き換え
２　「ぴかっとわたるくん」などの信号機の無い横断
歩道での事故を防止するための設備の設置
３　横断歩道の手前に車の速度を落とさせるためのこ
ぶ状の突起(スピードバンプ)の設置
４　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
５　白杖を持つ者に対する道路交通法上の遵守事項の
周知徹底、啓発
６　信号機の無い横断歩道での一時停止率の向上
などについて、職員研修や社会への啓発、予算の確保
など、更なるお取り組みをお願い申し上げます。ま
た、NHKで放送されました「”見えない横断歩道”なく
したい被害者の願い」を多くの人に見ていただくこと
でドライバーの意識の向上に繋げていただければと存
じます。お取り組みいただければ幸いです。

　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
持っておられる方などの、歩行者保護の交通安全意識
の向上を図っております。
　この度、ご指摘いただいた視覚障がい者に対する道
路交通法上の遵守事項の周知、また信号機のない横断
歩道での一時停止率の向上に関しまして、市の広報誌
である「広報まつさか１月号」にて掲載を致しまし
た。加え、アピタ松阪三雲店において同様の内容で啓
発活動、ポスター掲載を行いました。
　今後に関しましても、交通安全教育や職員研修を通
して啓発を行ってまいります。
　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
きました。
　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。

地域安全対策課
電話：53-4061
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14
ハートフル三雲
のテニスコート
改修願い

　お世話になります。
　ハートフル三雲のテニスコートにつきまして、次年
度予算などで改修をお願いしたく存じます。
・現状、奥側のハードコートがコート内までひび割れ
ている。
・ネットをひっかけるポールのハンドルが非常に固
く、また、動力が伝わりにくいのか相当回さないと
ネットが上がらない(下がらない)。
・貸し出されるネット自体もワイヤーがささくれてお
り、手に刺さったり服に引っかかったりする。
・また、周囲に建物がないため風の通りが強いため、
中部台テニスコートのような防風ネットが是非ほしい
　ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

　当施設のご利用にあたりご不便をおかけしており誠
に申し訳ございません。
　さて、当テニスコートにつきましては、指定管理者
制度により社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会へ維持
管理等について委託を行い運営している施設であるこ
とから、施設の改修については、松阪市と指定管理者
で協定に基づいて双方で協力し合って改修をさせてい
ただくことになっています。
　この度お話をいただきました、松阪市ハートフルみ
くもテニスコート改修願いの４点についても次年度予
算はもとより今年度予算でも対応可能な内容から検討
を行い、指定管理者と協力してより良い施設運営を目
指してまいりますのでご理解ご協力をお願いします。

北部教育事務所
電話：48-3821

15
松浦武四郎記念
館前の用水路

　本日夕方６時頃、松浦武四郎記念館前で自転車に
乗った中学生が転落したのを目撃しました。
 用水路の前には、柔らかい素材のポールのコーンが１
本有り、その横をすり抜けて転落しました。もし、用
水路に水があったなら、死亡事故にもなったかもしれ
ません。
 可能でしたら、柔らかい素材のポールのコーンではな
く、鉄製とかのバリケード？に交換していただけない
かなと思い連絡した次第です。
　難しいようでしたら、私のほうで手配しますので、
その際は支援下さい。よろしくお願いいたします。

　今回頂戴した内容を道路管理者である三重県へ報告
致しました。三重県としては、現在の状況を確認し、
施設の変更等については地元自治会と協議を図ってい
くと返答がありました。
　また、当方より地元自治会へ報告させていただき、
対応について検討いただく形となりました。
　市及び県について、自治会単位の事業を主体として
いることから、自治会としての要望や同意が必要とな
ることをご了承いただければ幸いです。

北部建設保全事務
所
電話：48-3042
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16

11歳以下の子供
を持つ保護者へ
のｍRNAワクチ
ンの情報収集の
提案

　11歳以下の子供を持つ保護者は、物事を調べる時間
的な余裕が無い。
 そのため、ｍRNAワクチンに関する情報を収集する時
間も無い。
時間的な余裕を与えるためにも
１　有給休暇や公休を与える
２　インターネットカフェを数日ほど無料にする
３　インターネットカフェへの交通費を出す
４　インターネットカフェへのタクシーや送迎バスを
無料で出す
５　インターネット付きのノートパソコンを数日ほど
無料で貸し出す
６　託児所を数日ほど無料にする

　11歳以下の者に対する新型コロナウイルスワクチン
接種に関しては11月15日に開催された第26回厚生科学
審議会予防接種・ワクチン分科会において議論され、
今後も引き続き議論することとされました。
　議論の結果、接種を行うことが決定された際には、
接種するかしないかを適切にご判断いただけるよう広
報まつさかや松阪市ホームページ、松阪ナビ等での情
報発信に努めてまいります。
　なお、託児所に関しては、集団接種会場であるクラ
ギ文化ホールでは接種の際にご利用いただける無料託
児所を開設し、安心して接種を受けていただける体制
構築に取り組んでおります。

健康づくり課
電話：31-1212
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17

三重松阪蓮ウィ
ンドファームを
推進すべきであ
る理由

　リニューアブル・ジャパンが推進している松阪市の
風力発電について、市長は反対すべきではなく、むし
ろ推進すべきである。
　地元からの反対意見は、取るに足らない意見だらけ
であり、むしろ行政が事業者とともに、町おこし的な
面も含めて、地元の説得に努めるべき案件である。
 地元の反対は、老人の「新しいものへの根拠のない恐
れ」「俺は聞いていない」レベルでしかなく、根拠の
ない意見をベースにした市政を進めないでいただきた
い。
1) 工事の騒音
 榊原〜青山高原の工事の騒音はそんなにひどい物でし
たか？　林業のチェーンソーはうるさくてもいいんで
すか？
せめて、事実を根拠に判断いただきたい。
2) 風車の影
 風車高さはせいぜい100メートルほど。しかも周囲は
林に囲まれる。敷地ギリギリに建てるわけでもないの
に、何を訳の分からないことを言っているのか、理解
に苦しむ。
3) イヌワシやクマタカの保全
イヌワシやクマタカの目先の保護を優先して、温暖化
を進めて地球全体の環境を犠牲にする。
　温暖化が進めば、生態系の頂点にいる猛禽類は真っ
先に滅びる種である。
　再生可能エネルギーを大々的に導入することこそ
が、自然保全である。
　松阪市としては事業者の協力も得て、自然に優しい
松阪市をどのようにアピールするべきかを考えていく
べきである。
 反対しておけば何も新しいことをせずに済むという、
行政の姿勢を改めるべきである。

　「（仮称）三重松阪蓮ウィンドファーム発電所」事
業に対する市の姿勢についてですが、国が2050年カー
ボンニュートラル宣言を行う中、松阪市としまして
も、市域における再生可能エネルギー事業を推進して
いくべき立場だと認識しております。
　しかし、当事業につきましては、大規模な開発を伴
うものであり、環境負荷を十分に低減した事業計画と
することと、周辺地域の住民の理解を十分に得ること
は不可欠であると考えます。そして、これらの対応
は、事業主体である「合同会社三重松阪蓮ウィンド
ファーム」が経営努力の中で取り組むべきことである
と考えます。
　また、当事業は一民間企業の事業であり、行政とし
て推進又は反対ということを表明するものではないも
のの、飯高地域を中心に広範囲な地域に影響のある大
規模な開発であることを考えると、環境負荷の低減、
地域住民の理解といった観点から、当事業に対して市
がどのような姿勢で対応するか、計画を十分に見極め
ていく必要があると考えます。
　現時点では、環境影響評価における「配慮書」手続
の段階であり、まだ事業の見極めを行う段階ではない
と考えられるため、松阪市としては、今後の環境影響
評価手続きの進捗状況を確認し、事業者および地域住
民のご意見等も確認しながら、事業計画を慎重に見極
めていきたいと考えます。

環境課
電話：53-4425


