
平成２５年８月２日 

平成２６年度県政に対する 
要望について 



 三重県知事への要望書提出日時等 

日 時 

場 所 三重県庁３階 プレゼンテーションルーム 

昨年度の 
県政要望 

平成２５年８月１２日     １３時３０分～ 月 



 要望する内容を５つのカテゴリーに整理 

県事業の迅速な取組を要請する項目       

県と本市との連携による取組を要請する項目     

本市の取組に対する支援充実を要請する項目     

国政に対する要望への支援・協力を要請する項目  

その他、県政に対し新たな取組を提言する項目     



 要望する項目数の昨年度との比較 

カテゴリー 
昨年度要望した 

項目数 
本年度要望する 

項目数 

  県事業の迅速な取組を要請する項目 ３２項目        ４１項目 
（新規：１４、継続：２７） 

  県と本市との連携による取組を要請 
  する項目 

  ５項目         ９項目 
（新規：５、継続：４） 

  本市の取組に対する支援充実を要請 
  する項目 

  ９項目      １２項目 
（新規：５、継続：７） 

  国政に対する要望への支援・協力を 
  要請する項目 

  ９項目       １５項目 
（新規：１０、継続：５） 

  その他、県政に対し新たな取組を提言 
  する項目 

  ９項目        ９項目 
（新規：３、継続：６） 

合    計 ６４項目       ８６項目 
（新規：３７、継続：４９） 



 昨年度要望した項目のうち完了または前進したもの① 

県事業の迅速な取組を要請する項目から       

美杉小学校本校舎裏山の段差（地滑り）対策工事の早期完了 
 県により地滑り対策工事が完了し、平成２５年１月７日の３学期始業式から 
 美杉小学校校舎での授業を開始。 

ＪＲ名松線の全線開通に向けた県事業の推進 
 県の積極的な取組により、３箇所の治山工事が完成。平成２６年度に向け 
 継続した事業の推進を要望。 

新最終処分場の主要アクセスである県道一志美杉線の整備 
 平成２５年６月８日、矢頭トンネル貫通。平成２６年度に向け継続した事業 
 の推進を要望。 

津波発生時の避難路となる香良洲橋の架け替え 
 県により平成２５年度に地形測量、橋梁予備設計の実施。 
 平成２６年度に向け、継続した事業の推進を要望。 



 昨年度要望した項目のうち完了または前進したもの② 

県有施設の津波避難ビルとしての指定 

本市域への企業誘致の推進 

県と本市との連携による取組を要請する項目から       

 平成２４年度に三重県津庁舎（本館）、三重県勤労者福祉会館、三重 
 県立津工業高等学校、三重県立みえ夢学園高等学校、三重県立聾 
 学校の５施設を指定。本年度は、追加の指定を要望。 

「津地域産業活性化基本計画」に基づく企業の誘致や集積を県と市が
協働で進め、ニューファクトリーひさいは、分譲率１００％を達成。 



主な要望内容 



 県事業の迅速な取組を要請する項目①       

都市部における河川整備の推進 

上記３項目については、８月１日に実施した 
三重県知事との１対１対談においても協議 

：昨年度も要望     ：本年度から要望 

新  

津なぎさまち（津松阪港贄崎地区）における高波対策の実施 

「道の駅」河芸（仮称）の整備に伴う近接県有地の有効活用 新  

継  

新  継  



など全４１項目 

 県事業の迅速な取組を要請する項目②       

河川増水時の避難判断に係る県管理河川における河川
管理情報の精査及び河川監視カメラの早期設置等 新  

災害発生に即応した的確な安濃ダムの放流調整 

現場急行支援システム（ＦＡＳＴ）の国道２３号及び国道
１６５号への拡大設置 新  

県立一志病院の地域医療の拠点としての確立と自立的な
運営 新  

継  

：昨年度も要望     ：本年度から要望 新  継  



ＪＲ名松線全線開通を契機とした観光振興及び地域活性化
の推進 

津市で撮影が行われた映画「ＷＯＯＤ ＪＯＢ！（ウッジョブ） 
～神去なあなあ日常～」の全国公開に合わせたＰＲ活動の実施 

津ヨットハーバーでの国民体育大会セーリング競技開催に
向けた県、市の取組方針 

など全９項目 

 県と本市との連携による取組を要請する項目     

上記項目については、８月１日に実施した 
三重県知事との１対１対談においても協議 

新  

新  

新  

：昨年度も要望     ：本年度から要望 新  継  



県管理白塚地域・河芸地域海岸堤防の整備に併せた漁港
海岸堤防の一体的整備 

 本市の取組に対する支援充実を要請する項目    

など全１２項目 

国民体育大会の開催に係る施設整備への財政的支援 

高齢者の施設入所待機者減少に向けた施設整備への支援 

就農支援や耕作放棄地対策への新たな制度の創設 

継  

新  

継  

新  

：昨年度も要望     ：本年度から要望 新  継  



地方との協議を踏まえた地方交付税の確保 

国道２３号における津波避難用の歩道橋の設置 

国道２３号中勢バイパスの全線早期供用 

新  

など全１５項目 

 国政に対する要望への支援・協力を要請する項目  

新  

継  

：昨年度も要望     ：本年度から要望 新  継  



北中勢水道用水供給事業（中勢系）水道料金（基本・従量） 
の低減 

津インターチェンジ周辺の土地利用を図るための法改正、
規制緩和措置への取組 

首都圏営業拠点「三重テラス」における「津ぶっこ」など 
本市の地場産品の販路拡大への支援 

その他、県政に対し新たな取組を提言する項目    

など全９項目 

新  

新  

継  

：昨年度も要望     ：本年度から要望 新  継  



職員採用受験資格（年齢要件）の 
拡大について 

平成２５年８月２日 



      

背景 

２，５００人体制の達成     
（平成２５年度末）  

団塊の世代から 
引き続く、職員の 
大量退職 

   
限られた職員数での 
行政サービスの 
維持・向上 

有為かつ多様な 
人材の確保（採用） 

職員数の推移 
職員数（人） 
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採用試験 応募者等の状況 

応募者・採用者の平均年齢上昇 

採用年度 応募者 採用者 

平成１５年度 ２３.８歳 ２３.６歳 

（直近１０年平均） ２３.９歳 ２４.６歳 

平成２５年度 ２４.２歳 ２５.１歳 

上昇 



採用試験応募者等の状況 

   

新卒者・既卒者の割合 

   

現状の年齢要件（大卒29歳、大学院卒31歳） 

上限付近の応募者等の割合の上昇 

採用年度 応募者 採用者 

平成１５年度 ７.６％ ３.１％ 

（直近１０年平均） １１.４％ ９.２％ 

平成２５年度 １４.２％ １７.０％ 

２８歳以上の応募者・採用者の割合 
応募者 採用者 

新卒者 既卒者 新卒者 既卒者 

４１.５％ ５８.５％ ３６.２％ ６３.８％ 

昨年度実施採用試験 新既卒区分 

既卒者 
58.5％ 

既卒者 
63.8％ 

新卒者 
36.2％ 

新卒者 
41.5％ 



職員の年齢構成の状況 
平成２５年４月１日現在 職員数（人） 
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現状への対応 

受験資格における上限年齢の引上げ 

年齢構成の将来を見据えた平準化と 
有為かつ多様な人材の確保 

① 応募者・採用者の平均年齢上昇 

② 現状の年齢要件上限付近の応募者等の割合の上昇 

③ 既卒者の割合の上昇 

④ 職員の年齢構成 （若年層が少ない状況） 

採
用
試
験
の
状
況
等 

！ 



受験上限年齢の見直し内容 

職種 
学歴 
区分 

平成14年度 
以前 

平成15年度～ 
  平成25年度 

平成26年度～
《今回の改正》 

事務職 
技術職 
消防職 

大学院卒 ２９歳 ３１歳      ３３歳 

大学卒 ２７歳 ２９歳      ３１歳 

短大卒 ２５歳 ２７歳      ２９歳 

高校卒 ２３歳 ２５歳      ２７歳 

保育士・保健師 
幼稚園教諭 

２７歳 ２９歳      ３１歳 

２歳 
引上げ 

２歳 
引上げ 



受付期間 

平成２５年度 新規職員採用試験の概要① 

募集職種 採用予定人数 

事務職 ３０人程度 

事務職（身体障がい者対象） 若干人 

技術職（土木） １０人程度 

技術職（機械） 若干人 

技術職（建築） 若干人 

技術職（電気） 若干人 

募集職種 採用予定人数 

保育士  １０人程度 

保健師 若干人 

言語聴覚士  若干人 

技能員（調理員） 若干人 

消防職 １０数人 

幼稚園教諭 数人 

募集職種・採用予定人数 



平成２５年度 新規職員採用試験の概要② 

   
平成２５年８月１９日    から 
平成２５年８月３０日    まで 

受付期間    

   
受験案内 
入手方法 

   

  津市ホームページからダウンロード 
  下記窓口において配布 

平成２５年８月５日  から配布開始 月 

人事課、消防総務課、教育総務課、案内（市本
庁舎１階）、アストプラザ、ポルタひさいふれあい
センター、各総合支所地域振興課、各出張所等 

月 

金 



平成２５年度 新規職員採用試験の概要③ 

   幼稚園教諭    

      
平成２５年９月２２日 

市本庁舎 

第
一
次
試
験 平成２５年１０月６日 

試験日 

試験場所 津市立三重短期大学 

試験日 

試験場所 

事務職 
技術職 
（土木・機械・建築・電気） 

保育士等 

保育士と幼稚園教諭の受験資格 

保育士資格と幼稚園教諭普通免許状の両方を有する人又は 
平成２６年３月までに有する見込みの人 

保育士と幼稚園教諭の併願が可能 

日 

！ 

日 



中勢北部サイエンスシティへの 
新たな企業の進出について 

平成２５年８月２日 



新たに進出した企業 

名 称 
株式会社 てしおフーズ 
    代表取締役 斎藤 泰郎 
    本社所在地 三重県鈴鹿市 

業 種 配達飲食サービス業 

概 要 

平成２０年２月１９日設立 
資本金  ８００万円 
年間売上高  約４，７００万円（H24.10） 
従業員数  １９名（H24.10現在） 

立地協定締結日 平成２５年８月２日 



進出計画の概要 

進出内容 
中勢北部サイエンスシティ内に 
給食等調理工場・事務所を新設 

進出場所 
Ｋ－２－１区画  ８３９．９３㎡ 
 津市あのつ台一丁目６－２ 
 流通区域（津市土地開発公社が造成） 

操業開始 平成２６年３月（予定） 



進出決定企業の進出場所 

流通ゾーン  

Ｋ-２-１区画 
８３９．９３㎡   



中勢北部サイエンスシティの進出状況 

分譲区画(産業・流通) 

分譲区画(ＯＡ) 

分譲済区画 

未造成区画 

総面積           １６５ha 

計画分譲面積      ８４.１ha 

造成済面積     ７９.９ha 

分譲・賃貸済面積      ５６.１ha 

造成済区画数   １０２区画 

分譲・賃貸済区画数      ８０区画 

分譲・賃貸率     ７０.２％ 

進出企業数        ５２社 


