
令和３年度（2021年度）2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

就職氷河期
（1993～2002
年度別）の行政
職員の採用状況
について

ご承知の通りバブルがはじけて前期の年度に学校を卒業
し、就職した者は多くは正規社員につけず不安定な非正規
で社会にほり出されました。政府は、令和2年度より４年度
に向け民間のみではなく官公庁も含め取組みを展開されて
きました。
つきましては、松阪市の取組みについておしえていただきた
い。
市長部局、市民病院、保育士の令和２・３年度の正規職員
の実績をおしえていただきたい。又、例年度以外に定員を
増加されたのかどうかも。更に最終年度である令和4年度
はどうされるのか。
又、県（県職員教員）及び他の28市町村の令和2・３年度の
状況についておしえていただきたい。更に民間企業の採用
状況も、手数ですがよろしくお願い申し上げます。

　平成26年度から通常の新卒採用枠とは別に、就職氷河
期時代の年齢も含まれる社会人経験者枠として、職員募集
をしております。
　実績ですが、令和2年度については2人を採用し、令和3
年度については１人を採用予定していましたが、受験者の
都合により辞退され採用はありませんでした（市民病院及
び保育士としての取組みはありません）。また、令和4年度
についても引き続き、社会人経験者枠として募集をしていく
予定であります。
　なお、県（県職員教員）及び他の28市町並びに民間企業
の令和2年度、令和3年度の状況については、情報がありま
せんのでご了承ください。

職員課
電話：53-4221
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2 松阪市に問う

質問１｠ 伊勢市在住ですが歓迎しますか。

松阪市広聴課の皆様に問います。私は電気設備工事の監
督を〇〇〇〇と〇〇〇〇でしていた。現役を終え、年金を
もらう立場ですが、松阪で現役時に飯を食わせてもらって
いる間、腑に落ちない事が思い出されて来て松阪市長に問
いました。
市長回答｠過去の事ゆえ書類は廃棄して確認できないとさ
らりと流されてしまった。
質問２｠市長への手紙文のコピーを付け、広聴課、営繕課に
問います。松阪市の営繕課は因縁を起こすような事をし、
書類が無い廃棄したで済ますのでしょうか。今もって理不
尽である。項目別に回答して下さい。

質問１　　「市民の声」は、市内・市外在住に関わらず、広く皆
様からの市政に対するご意見・ご提案などをいただく目的
で設置しています。お寄せいただいたご意見等は、市政に
対する貴重なご意見として市政運営の参考にさせていただ
きます。
質問２　このことにつきましては、以前「市長への手紙」で回
答させていただきましたとおりです。同様の回答となるた
め、差し控えさせていただきます。なにとぞご理解賜ります
ようお願い申し上げます。

広報広聴課
電話：53-4012

営繕課
電話：53-4177
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3
4月から小学校
で始まる「教科
担任制」の件

小学校の5・6年生は、英語・理科・算数・体育の４教科で専
門の先生が教えることにになりますが、すぐに実現できるの
でしょうか。
最近の教員採用試験の状況ですけれども応募者が少なく
なり競争倍率が３倍を切るとの報道もあります。
今回の教育ビジョンの中にも先生方のいわゆる「働き改革」
も進められるようです。地方では定数の中でしか対応でき
ませんが充分なる対応が可能なのでしょうか。小学校36校
中たしか11校が入学の子供が1ケタと聞いております。今、
小中校の適正化の委員会もあります。このような点も是非
検討いただきたい。学級担任の先生が直接指導する時間も
へり、よりきめこまかな子供たちの学習状況の把握も必要と
なり、それぞれの担当との情報共有も大切になります。又、
保護者にも充分なる説明が必要ではないでしょうか。市教
委の取組みをおしえて下さい。

　ご承知の通り、令和3年1月の中央教育審議会答申にお
いて、令和４年度を目処に、小学校高学年からの一部教科
担任制の導入が示されました。
　教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指導を
可能とする教科担任制の導入により、授業の質の向上を図
り、児童一人一人の学習内容の理解度・定着度の向上と学
びの高度化を図るとともに、複数教師による多面的な児童
理解を通じた児童の心の安定が期待されています。
　また、ご指摘の通り、教師の持ち時間数の軽減や授業準
備の効率化により、学校教育活動の充実や教師の負担軽
減に資するものであるとされています。
　松阪市教育委員会としましても、次代を切り拓く子どもた
ちに求められる資質・能力の育成のため、教科担任制を各
学校の実情に合わせて、導入して参りたいと考えておりま
す。
　導入に際し、学校の規模や地理的条件、人的配置、児童
の実態に応じ、指導体制を整えていくことが大切であると
考えております。
　そこで、教科担任制推進の趣旨・目的の実現に向け、校長
会や各学校の担当者を対象にした担当者会で、教科担任
制についての研修会を行いました。
　また、教員の授業力向上のための各種研修会も毎年行っ
ており、来年度も更に充実を図る予定です。
学習指導要領に示された資質・能力の育成に向け、義務教
育９年間を見通した指導体制を構築するため、教科担任制
を推進するとともに、学校を通じ、保護者の皆様にもその趣
旨をご理解していただくようお願いしたいと考えておりま
す。
　教科担任制推進の趣旨・目的の実現に向け、不断に取組
の改善を図って参りたいと考えますので、今後ともご理解・
ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

学校支援課
電話：53-4334
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4
クラギ文化ホー
ルの風景画の件

さて、ご承知の通りクラギ文化ホールには当時1980年代の
松阪市内の風景や建物等の絵画あり今回、時間をかけて
拝見しました。
ご承知の通り松阪市には「市民憲章」があります。『わたした
ちのまち「松阪」は美しい自然、豊かな歴史と文化のあるま
ちとして発展してきました。わたしたちは、自由と平和を愛
し、松阪市民であるとして誇りと責任をもって、かがやく未
来と住みよい郷土を築くため』に制定されています。歴史と
文化のかおりは衣食住ではないかと思います。住の変せん
をみる意味で令和の状況を同じアングルから絵画化してい
ただけないでしょうか。松阪市の景観第2号の同じ町に江戸
後期の建物は6棟になりました。旧嬉野三雲飯高飯南地区
も古い建物は少なくなりました。絵画として記録保存もお願
いします。写真と違った味があるのでは。
よろしくお願い申し上げます。

お手紙にあるクラギ文化ホールの風景画は、建築士の時
田早苗様から寄贈を受けたものになるかと思います。風景
画は旧松阪市内が描かれたものになっており、当時を懐か
しく回想しながらご覧いただいている方もいらっしゃること
と思います。

今回、令和の状況を同じアングルから絵画化をしてはどう
かというご提案をいただきましたが、松阪市では予定がご
ざいません。
これまで寄贈いただいております作品につきまして文化施

設のホールやロビーなどに展示し、たくさんの方に鑑賞して
いただけるよう活用していきたいと思っておりますので、ご
理解いただきますようお願いいたします。

文化課
電話：53-4397
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5
松阪市民病院さ
んに対する質問

１．数年前に国の医療政策の一環として公的病院を総合病
院から専門病院、ゆわゆる高齢者が激増して滞在化の病院
にする方向で専門委員会で出されましたが今後どうされる
のでしょうか。
２．近年、少子化がドンドンすすんでおり、小児科・産婦人科
の専門医が縮小傾向にあります。一方、分断化すすむ中で
「心の病」になる市民がふえております。公的病院に民間の
診療科のすくないもの、感染症の専門医の配置含めたもの
も必要かと思いますが、市としての考え方を教えてくださ
い。
3．2/23早朝のニュースで岐阜市民病院が平成10年以降
ドクターの残業未払賃金5億円強の報道があり、ないとは
思いますが他の従事者も含め調査しておしえて下さい。
4.小津清左衛門家に隣接したところに市民病院寮がありま
すが、活用状況をおしえて下さい。

１．お尋ねの件は「地域医療構想をふまえた松阪市民病院
の在り方検討委員会」のことと理解いたします。本件につき
ましては令和2年2月に在り方検討委員会から「提言書」が
市長に出され、これを受けた形でその内容を市民の皆様に
ご説明に伺うことを計画しており、一部説明会が開催された
ところでした。しかしながら、4月に入り新型コロナウイルス
感染症が広がりを見せたため、その動きが止まり、病院挙
げてコロナ対策に取り組んでいるところで、先行きにつきま
してはお答えすることができません。ご理解賜りますようお
願いします。
２．少子高齢化により、求められる医療の内容も大きく変化
しつつあります。当院につきましても診療科によっては休診
中といったところもあります。現在、産婦人科については済
生会松阪総合病院、小児科については松阪中央総合病院
で診療科が稼働しております。こういった点につきましては
単体の病院だけではなく、松阪区域を一つの単位とします
と、そのエリアの中で役割分担を行い、機能を集中させると
いったことも考えられます。
3．当院におきましては、超過勤務手当を含め、賃金の未払
いはございません。
4.市民病院の看護師寮につきましては、住所が遠方等で通
勤が不便のため入居されるなどの職員がいます。活用につ
きましては現在15室のうち2室に入居中です。採用する職
員の居住先により入居者は変わりますが、入居希望者が
あったときのために清掃等行い、準備をしているところで
す。

松阪市民病院
経営管理課
電話：23－1515
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6

松阪市みんなで
まちをきれいに
する条例につい
て

条例にていろいろ規制してますが、罰則が甘い気がします。
カンやペットボトルのポイ捨て、犬のフンの放置等は「不法
投棄」と認識してもらい厳しく啓発活動すべきです
ポイ捨てを発見したら一般の人でもお互い注意し合える環
境が大事です。
ぜひそのようなまちになれるように行政議員一体となって改
正して下さい。

本条例は、市、個人、事業者それぞれの責務を明らかにす
ることで、それぞれの美化意識の向上と自主的な取り組み
を促し、一人ひとりのマナーやモラルの向上を図ることで、
清潔で快適かつ安全な生活環境を実現することを目的とし
ております。

当市では、市民をはじめ、松阪市を訪れる人に本条例の
周知啓発を行っており、これは「みんなでまちをきれいにし
ていく」という美化意識を高め、きれいで安全なまちを目指
して行動していただくことで、条例の趣旨が達成されるもの
と考えるためです。

今後も、本条例の目指す「清潔で快適かつ安全な生活環
境」実現のため、松阪市に関わる人にマナーやモラルの問
題としてごみやフンの適正な処理を訴えかける啓発の継続
した実施等を行っていきます。

環境課
電話：53-4425

7
ささやかなお願
い

　私事ながら、毎朝散歩を日課にしている者です。途中、五
曲りの憩いの広場の健康器具のある場所が丁度中間地点
になるので、そこで体操をして帰宅をするのですが、あさの
5時前では周辺はまだ朝が明けないので真っ暗です。
 　しかし、数年前にこの憩いの広場にソーラ発電によるが街
灯が設置されました。その時には松阪市も、市民のことを考
えているのだなと感心したものですが、ところが、ここ数年
暗いにも関わらず街灯は点灯しないまま、折角、市民の貴
重な税金により設置されたのであれば、治安の意味からも、
是非修理をして安全に健康器具が利用できるようにお願い
します。

　この度はご連絡いただきましてありがとうございました。
材料手配により、多少お時間をいただくかと思いますが、確
認させていただき対応させていただきます。
また、日頃は公園をご利用いただきありがとうございます。
　重ねてお礼申し上げます。
　今後ともよろしくお願いいたします。

土木課
電話：53-4167
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8 ワクチン接種

クラギホールでワクチン接種をしていますが、飯南や飯高、
嬉野や三雲に接種の為のバス運行はあるのでしょうか？

　お問い合わせにある通り、現在松阪市ではクラギ文化
ホールを主な会場として新型コロナワクチンの集団接種を
行っておりますが、接種のためのバスの運行は行っておりま
せん。ご不便をお掛けして大変申し訳ございません。
　集団接種会場まで、遠方のため交通手段がない方に向け
ましては、飯南産業文化センター、多気町BANKYO文化
会館等で巡回接種を行っているほか、お近くの個別医療機
関でも接種していただけますので、そちらをご利用いただき
接種いただきますようお願いいたします。
　なお、接種可能な個別医療機関につきましては、広報まつ
さか2月号、または松阪市ホームページや松阪ナビでご確
認いただけます。

健康づくり課
電話：31-1212

9
1歳半・3歳半検
診について

はるるで実施されている1歳半・3歳半検診ですが、仕事を
していると平日だと休んで行くのがなかなか難しいです。保
育園でもすぐに風邪をもらってきて何度も休みますし、少な
い有給をやりくりして行くのも大変です。せめて半年に1回
は、土日の日を作っていただけないでしょうか？診療所も
歯医者も土曜は昼から休みという所がほとんどなので、先
生に依頼できないことも無いと思います。
集団検診じゃなくても、指定の医療機関で好きな日に受診、
という形でも助かります。
仕事をしながらでも子育てしやすい社会にしてください。お
願いします。

1歳半・3歳半健診を受診いただくため、お仕事の調整を
していただきお世話をおかけしております。

お問い合わせいただきました、幼児健診を土日に実施出
来ないかということでございますが、まず市内の小児科医
院及び歯科医院は土曜日の診療を行っているところが多い
こと、日曜日は、休日夜間応急診療所を併設している関係
で実施出来ないことから、木曜日以外での健診実施は難し
い状況でございます。

集団健診でなく個別健診で対応出来ないかということに
つきましては、幼児健診は小児科医・歯科医のみでなく、看
護師や保健師・歯科衛生士・心理相談員・保育士等様々な
職種で健診に対応していることから、医療機関での個別健
診だけでは対応出来ない状況でございます。

この幼児健診は、お子さまの成長発達の確認だけでなく、
子育て支援の視点を持ちながら保護者様と一緒に日々の
子育てを振り返る機会とし、それぞれのお子さまの成長を
喜び合う場にしたいと考えています。今後も引き続き従事
する者すべてが、健診に来ていただいた保護者様に 『健診
に来てよかった』と思っていただけるよう努力してまいりま
すのでご理解賜りますようお願いいたします。

健康づくり課
電話：20-8087
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10

「市民の声」ス
ピードハンプの
設置についての
回答をいただき
ありがとうござい
ます。

平素より市民の命と安全を守るため、松阪市内の交通事故
防止対策にお取り組みいただきありがとうございます。
また、ハンプ設置にかわる安全対策として、一時停止線の
視認性を高め、ドライバーに注意喚起を促す効果のある、
強調表示の「減速マーク」を設置していただけるとのこと。
重ねてお礼申し上げます。
さて、要望いたしましたハンプの設置について「交差点直近
への設置は停止線の視認性の悪化に繋がり、物理的な観
点から当該道路への設置は困難な状況」とのこと、大変よく
わかりました。そのような理由では困難かと思われます。そ
こで、代案を提案いたしますので、これについてもご検討く
ださいますようよろしくお願いいたします。
 代案１
 　停止線自体をハンプにする。
 代案２
 　横断歩道をスムース横断歩道にする。
これにより、歩道と横断歩道の段差も緩和され、車いす使
用者等、段差に不自由を感じる者の移動の利便性を高める
可能性もあると考えます。
今後とも市民の命と安全を守るため、お取り組みくださいま
すようよろしくお願い申し上げます。

御指摘いただきました道路環境の整備ですが、停止線や
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。

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

11 (タイトルなし)

私の息子が通ってる保育園で陽性が出ました。
そのため検査結果が出るまでクラス閉鎖になりました。
仕事も行けず、収入減ります。
みんな困ってます。
国からの給付金だけでは足りません。
松阪市　独自の給付を検討して頂きたいです。
本当に困ります。

せっかくお問合せをいただきましたが、現時点では、松阪
市独自の給付金については検討しておりません。お力添え
できず大変申し訳ありませんが、なにとぞご理解賜りますよ
うお願い申し上げます。 広報広聴課

電話：53-4012
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12
コロナワクチン接
種について

小児へのワクチン接種は努力義務が外されたのでワクチン
接種券を一律送付する事は親への圧迫ともなりかねないの
で、希望者のみの送付にしてください。武漢型で開発された
ワクチンがオミクロンにも効くとは思えませんし、むしろワク
チンを打った後に感染をするとリスクの方が大きくなるので
小児への接種は慎重であるべきだと思います。くれぐれも
慎重にお願いいたします

お問い合わせいただきました件について、新型コロナワク
チンは、現時点ではオミクロン株に関するエビデンスが確定
的ではないことを踏まえ、小児については「努力義務」の規
定は適用されておりません。市として接種券を送付すること
は接種を促すことが目的ではなく、接種の機会を平等に提
供するためのもの、また、ワクチン接種に関する情報を提供
するためのものと考え、接種対象となる皆様へお送りしま
す。

接種や副反応に関する情報は厚生労働省からの発信等、
多く出ておりますが、松阪市としても、接種の判断材料とな
る情報は様々な方法で提供させていただくよう努めます。ワ
クチン接種できる期間は令和４年９月３０日までと時間があ
りますので、各種情報をご確認いただき、ゆっくりと考えて
ご判断ください。

健康づくり課
電話：31-1212

13

5～11歳の小児
へのコロナワクチ
ン接種券一律送
付への反対

5〜１１歳の小児へのコロナワクチン接種券一律送付の再考
をお願いいたします。
 重症化を予防するためのワクチンですが、子どもたちはコ
ロナウイルスでほぼ重症化しません。
一律送付は「打たなくてはいけない」という心理的な圧迫を
生みます。
厚生労働省の「新型コロナワクチン接種についてのお知ら
せ」というパンフレットには、
ワクチンが小児にも90.7％の発症予防効果があると書か
れていますが、これはオミクロン株以前のデータでありこの
パンフレットで接種を促すこと自体誤解を招きます。
既に、愛知県大府市や大阪府南出市は、接種券の一律送
付を行わないと表明しています。
どうか、接種券の一律配布を今一度考え直していただけれ
ばと思います。

お問い合わせいただきました件について、新型コロナワク
チンは、現時点ではオミクロン株に関するエビデンスが確定
的ではないことを踏まえ、小児については「努力義務」の規
定は適用されておりません。市として接種券を送付すること
は接種を促すことが目的ではなく、接種の機会を平等に提
供するためのもの、また、ワクチン接種に関する情報を提供
するためのものと考え、接種対象となる皆様へお送りしま
す。

接種や副反応に関する情報は厚生労働省からの発信等、
多く出ておりますが、松阪市としても、接種の判断材料とな
る情報は様々な方法で提供させていただくよう努めます。ワ
クチン接種できる期間は令和４年９月３０日までと時間があ
りますので、各種情報をご確認いただき、ゆっくりと考えて
ご判断ください。

健康づくり課
電話：31-1212
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14
2月26日松阪市
スケートパーク

本日も蔓延防止措置が出ている中で、松阪市スケートパー
クが県外からオリンピック選手が来ているとSNSで発信さ
れているのはどうなんでしょうか？
皆さん不要不急の県外への移動は止めてくださいと言われ
ているのに、市が管轄している施設にましてや県外の方が
来ていると公にして良いのでしょうか？危機管理が足りな
いと思いますが。
そういう事が行われるなら、スケートパークも閉めたほうが
良いと思います。何度も同じ事を繰り返すのはどうなんて
しょうか。わざわざSNSで発信しなくても良いと思います
が。

　ＳＮＳにつきましては、前回お問合せをいただいた以降、総
合運動公園スケートパークからの発信は控えさせていただ
いております。

また、施設の利用につきましては、松阪市の全施設におき
まして、蔓延防止措置の対策として、時間短縮にて21時ま
での利用とさせていただいております。
県外から来園してみえる選手の方々につきましても、大会
に向けての練習は必要不可欠なものであります。
　ご理解のほどよろしくお願いいたします。

土木課
電話：53-4167


