
平成２８年度職務経験者
１０人が入庁

～よりレベルの高い行政サービスを目指して～

平成２８年５月６日



津市におけるメリット

市民サービスの
さらなる向上

幅広い年齢層の人が受験できる
ステップアップ・再チャレンジする機会を創出

職務経験者採用試験の実施

津市へのＵ・Ｉ・Ｊターン就職
や転職を望む声

①即戦力として活躍が期待できる
②複雑・多様化する行政ニーズへの対応
③組織力の強化・組織風土の活性化

新規職員採用試験には
年齢制限が存在

平成２７年度から職務経験者を採用



職務経験・能力 配属先

新聞社・広告
広報課

企業誘致室

広告・語学 広報課

金融機関
収税課

競艇管理課

ＩＴ関係
情報企画課

こども支援課

職務経験・能力 配属先

中小企業の経営管理 人事課

舞台管理・運営 文化振興課

農業行政 農林水産政策課

海外での業務経験 教育研究支援課

土木工事の
設計・管理等

津北工事事務所

津南工事事務所

建築工事の
設計・監理等

建築指導課

営繕課

平成２７年度職務経験者採用人数 １５人

平成２７年度採用職務経験者の配属



具体的な職務内容等

平成２７年度採用職務経験者の実績【事務職】①

具体例①

新聞社（男性）、広告会社（女性）

●広報津紙面デザイン・リニューアル
●新津市誕生１０周年記念事業
●津市ホームページリニューアルなど

広報課

配置職員の職歴

具体的な職務内容等

津市を発信する広報媒体の刷新

新・津市誕生１０周年
記念事業

市長定例記者会見
バックパネルデザイン

広報津紙面デザイン・リニューアル

民間で培った技術や視点の活用



平成２７年度採用職務経験者の実績【事務職】②

具体例②

金融機関の海外支援勤務
（女性）

英語教育の推進事業や外国語
指導助手の指導等を担当

教育研究支援課

配置職員の職歴 職務内容等

それに加え海外からの来賓の対応等さまざまな場面で活躍



具体例③

土木施工管理会社（男性）
▶道路、河川及び公園に係る業務委託
等の設計・監督・維持管理等

▶台風等の災害に係る修繕工事の設計
・監督等

工事現場を熟知 【即戦力】

一級土木施工管理技士

平成２７年度採用職務経験者の実績【技術職】

津南工事事務所（土木）

具体例④ 建築現場を熟知 【即戦力】営繕課（建築）

配置職員の職歴 職務内容等

▶被災地における復興支援（熊本地震災
害に係る短期派遣）

▶戸木小学校の増築に係る監理業務等

職務内容等

建築設計事務所（男性）

二級建築士

配置職員の職歴

資格

資格



職務内容等職務経験のノウハウを生かした研修実績

企画から運営までを職務経験者で全て実施

具体例⑤ 職員向け研修実績

英会話研修
～ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＡＦＥ～

平成２７年度採用職務経験者の実績

昼休みを活用した日常会話程度の英語研修

モチベーションの向上やストレス解消法の研修

気持ちリフレッシュ研修

チラシ・パンフレット作成実践研修

財務分析研修

英会話研修～ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＡＦＥ～

チラシやパンフレットの効果的な作成方法の研修

財務知識・財務分析の研修



募集職種 採用予定人数 申込者数 志願者倍率 採用者数 実質倍率

事務職 ３人程度 ２１２人 ７０.６倍 ５人 ４２.４倍

技術職（土木） １人程度 ２３人 ２３倍 ４人 ５.７倍

看護師 ２人程度 ５人 ２.５倍 １人 ５倍

平成２８年度

計１０人

職務経験者採用の申込者数・採用者数等の状況

募集職種 採用予定人数 申込者数 志願者倍率 採用者数 実質倍率

事務職 ５人程度 ４０２人 ８０.４倍 １１人 ３６.５倍

技術職（土木） ２人程度 ２７人 １３.５倍 ２人 １３.５倍

技術職（建築） １人程度 １６人 １６倍 ２人 ８倍

平成２７年度

採用者９３人のうち１０人が職務経験者 （１０.７％）

計１５人採用者１４８人のうち１５人が職務経験者 （１０.１％）



職務経験・能力を生かせるよう配属先を決定

職務経験・能力 配属先

番組制作等 広報課

人材派遣・研修支援 人事課

製品開発・品質管理 工業振興課

旅行企画・営業 観光振興課

学習塾の設立・運営 生涯学習課

職務経験・能力 配属先

土木工事の設計・
管理等

建設整備課
津北工事事務所
工務課
下水道建設課

医療機関勤務
地域医療推進室

一級土木施工管理技士又は
二級土木施工管理技士

受験に必要な資格

技術職
（土木）

看護師 ・・・ 看護師免許

・・・

平成２８年度職務経験者採用者の配属（計１０人）

技術職（土木）

看護師

事務職

事務職

事務職

事務職

事務職



即戦力・技術力の向上
組織風土の活性化

市内の雇用拡大
Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者の受皿

継続して職務経験者を採用することで・・・

＋

現在、２５人の職務経験者が１２部２１課に所属

『市民サービスの向上』 と 『地域の活性化・発展』 へ

職務経験者採用の状況

平成２８年度（平成２９年度採用予定）職務経験者募集職種

事務職、技術職（土木）、技術職（建築）、看護師



メッセウイング・みえ

サオリーナ

三重武道館

平成２８年５月６日

平成２９年１０月１日オープン 津市産業・スポーツセンター

サオリーナ・オープニングイヤーに
７０のスポーツ大会が開催見込み！



オープ二ングイヤー 津市

オープンからの１年間をオープニングイヤーと位置付け
全国レベルのスポーツ大会やイベントの誘致活動を展開

サーカスや大相撲地方
巡業など様々な
イベントも調整中

ブロック大会…１４大会
県大会…５２大会

全国規模のスポーツ
大会の開催を決定

計７０の大会の開催が予定され、ほぼ毎週イベント・大会等が開催

屋内スポーツの中央
競技団体を中心に、
パンフレットやＤＶＤ
等による誘致活動

津市スポーツ協会を
通じ、各競技団体に
大会開催の意向を

照会

その他、各種イベント
や興行も可能な施設
あることをＰＲ

６６大会を開催予定４大会決定・内定

（平成２９年１０月１日～平成３０年９月３０日）



大会名 日程 内容

第２７回
全国小学生春のドッジボール大会

平成３０年３月２５日
毎年春と夏に開催
各都道府県の代表４７チームに、前回優勝チーム所
属都道府県１枠を加えた４８チームが参加

平成３０年度
ジュニアクイーンズカップ・レスリング
選手権大会

平成３０年
３月３１日～４月１日

ジュニア（１７歳～２０歳）、カデット（１５歳～１７歳）、
中学生、小学生の４部門で開催
ジュニアとカデットの優勝者は世界選手権、準優勝者
はアジア選手権への出場権を獲得

第３７回
全日本クラブ卓球選手権大会

平成３０年
７月１３日～７月１６日

全国から毎年４００を超えるチームが参加し、全国の
卓球クラブチームナンバーワンを決める大会

平成３０年度
全国高等学校総合体育大会

平成３０年
７月２７日～８月１２日

ハンドボール、バレーボール（女子）、柔道、レスリング

平成３２年度
全国中学校体育大会

平成３２年
８月中旬～下旬

バスケットボール ※開催要望を受け、現在調整中

第７６回
国民体育大会三重とこわか国体

平成３３年
９月中旬～１０月中旬
のうち１１日間

バスケットボール、バレーボール、レスリング、柔道

全国規模スポーツ大会・祭典の開催日程 津市

3,000人規模

2,000人規模

3,000人規模



平成２９年１０月１日（日）開催予定

トップアスリートの競技に触れ、スポーツに親しむ
市民参加型のイベントの開催を予定！

産業・スポーツセンター・オープニングイベント企画案 津市

当日は施設を無料開放・物産販売も計画

トップアスリート
による競技

トップアスリート
との触れ合い

市民参加型
スポーツイベント

吉田沙保里選手
トークショー

『見る』
スポーツ

『する』
スポーツ

『学ぶ』
スポーツ



サオリーナ・三重武道館

各棟とも基礎から建物１階躯体工事を推進

平成２８年３月末 工事進捗率 ２１％

駐車場

津市産業・スポーツセンターの整備状況 津市

現在１，１２０台を
供用開始済み最終１，８５０台分の大型駐車場を整備

大規模イベントにも対応可能

駐車場のみでも貸出可能



●メインアクセス道路 （北河路橋安東小学校線） を４車線化
●合わせて外周３路線の整備を実施
●最寄りバス停とのアクセス向上のため、北河路橋の歩道整備を実施

アクセス道路の整備状況 津市

①

②
①北河路橋安東小学校線

４車線化 !

②納所北河路第１号線

③納所北河路第２号線

④納所一色町第１号線

⑤北河路橋歩道整備

⑤

③

④

●事業期間 平成２４年度～平成２７年度
●総事業費 ８億６，１３０万円



平成２７年８月 募集要項・要求水準書の配付

平成２７年１０月
～１１月

指定管理者選定委員会の開催
（応募者数：３者、書類審査・ヒアリング審査）

平成２７年１２月
津市スポーツ・メッセネットワークを指定管理者に指定
（平成２７年１２月１７日議決）

指定管理者の主な提案内容

●多機能な施設特性を捉えた利用者サービス事業の展開
●各スポーツ団体等との連携による大会、興行の誘致
●プロスポーツ等の誘致によるスポーツ振興と地域活性化

指定管理者による施設の管理・運営 津市



津市産業・スポーツセンター指定管理者

共同事業体名称：津市スポーツ・メッセネットワーク

代表企業 ミズノ株式会社

構成企業 ミズノスポーツサービス株式会社

構成企業 国際警備保障株式会社

ミズノグループ【ミズノ㈱・ミズノスポーツサービス㈱】 （2016年4月現在）
▶全国１４７物件７７４施設（３２都道府県８９市町村）のスポーツ施設を管理運営
▶運営実績と経験ノウハウを最大限に発揮し、運営サービスを展開

指定管理者

産業の振興とスポーツの促進により、津市を元気にします

津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク



サオリーナ

競技スポーツの振興

●トップレベルの競技大会、プロスポーツ（試合）の誘致
●競技スポーツ教室の開催

年代に応じた健康づくりプログラムの実施

●高齢者対象プログラムや子どもの運動能力開発
プログラムの実施

効果的なトレーニングシステム等の導入

津市スポーツ協会と連携した利用促進

●トレーニング記録及び効果管理を行う会員管理システムの活用
●独自のトレーニング指導ライセンス制度による指導者育成
●安全で使いやすいトレーニング器具等の導入

津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク



三重武道館

武道の振興

●武道教室 【剣道、柔道、弓道、空手道、なぎなた、
居合道、太極拳】 の開催

●主催事業 【剣道大会、柔道大会、新春書き初め
書道作品展等】 の開催

●日本武道館との共催事業 【地方少年練成会、
地域社会武道指導者研修会】 の開催

武道に親しむ機会の提供

●子ども武道教室（遊戯教室）や女性を対象とした護身術
講習会の開催

津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク

三重県武道振興会と連携した利用促進



メッセウイング・みえ

スポーツとの融合事業の展開

スポーツ発表会＋陶芸・写真・演劇などの
作品展・発表会

産業振興の促進

●中勢バイパス等の交通アクセスや複合施設としての
利便性ＰＲによる施設の利用促進

産業

文化

音楽

食

サオリーナ・三重武道館とのシナジー効果を発揮

音楽コンサートと合わせた展示販売

スポーツ用品展示会、バザー

スポーツと食育講習会、スポーツ＆グルメフェア、マルシェ

●産業イベントやコンベンションの開催を目的とした
大手企業等へのプロモーション活動

津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク



ミズノ ビクトリー クリニック

憧れのアスリートから指導が受けられる！

開催事例

田中雅美さん（スイミング） 樋浦令子さん（卓球） 佐伯美香さん（バレーボール）

開催事業の一例

ミズノ社員選手（室伏広治部員、寺川綾部員）や契約選手等、
２０競技、約３００名を起用して行う実技指導、講演、講習会、
トークショー、サイン会等のスポーツ振興事業

津市産業・スポーツセンター指定管理者
津市スポーツ・メッセネットワーク



平成２８年５月６日

平成２８年４月２４日オープン 道の駅津かわげ

開駅から１２日で来駅者１４万人を突破！



道の駅津かわげ開駅式典 平成２８年４月２３日（土）１０時～

●来賓や地元関係者等約４００人が出席
●駅長帽子の授与
●テープカット
●施設内覧会

●焼きたてパンの試食
●地元在住の駒田早代さんによる三味線演奏
●河芸太鼓衆Do・魂鼓による和太鼓演奏
●黒田小学校児童によるよさこい踊り
●豚汁のふるまい



日 付 来駅者数 お客様数

４月２４日（日） １４，５００人 ２，９７６人

４月２５日（月） １１，３４２人 ２，３２９人

４月２６日（火） １０，１４４人 ２，０８３人

４月２７日（水） ８，８６３人 １，８２０人

４月２８日（木） ８，８８７人 １，８２５人

４月２９日（金・祝） １２，４０８人 ２，５４８人

４月３０日（土） １２，０６７人 ２，４７８人

５月 １日（日） １２，４９６人 ２，５６６人

５月 ２日（月） １２，８０７人 ２，４８２人

５月 ３日（火・祝） １４，４５９人 ２，９６９人

５月 ４日（水・祝） １４，４３９人 ２，９６５人

５月 ５日（木・祝） １５，１５０人 ３，１１１人

合計 １４７，５６２人 ３０，１５２人
※お客様数・・・地域振興施設内で食事・買い物をされ、レジスターを通過した実人数
※来駅者数・・・道の駅津かわげ来駅者で４月２４日（日）は実人数、４月２５日（月）以降はお客様数からの推計

開駅後の来駅者数・お客様数



焼きたてパン

道の駅津かわげ人気商品ランキング

レストランメニュー 物販商品

津かわげあんぱん
１，８４２個

塩バターパン

ゴマ団子

ソフトフランス

カリカリカレー
ドーナツ

釜揚げしらす丼
２３６食

サーモンクリーム
パスタ

唐揚げ定食

天丼

ポモロードパスタ

あのつ牧場ソフトクリーム

鮮魚（山善水産）

和洋菓子（むくの木）

きゅうり（水谷農園）

こうちく男爵いちご

４月２４日～５月1日

1,718個

1,193個

922個

1,088個

124食

117食

90食

89食

2,221個 282食 3,242個

1,204パック

1,107パック

858パック

960パック



来駅者、お客様、出品者の声・意見

道の駅で
パンが買えるのは
便利で良い

店内に
「ギュギュっ」と
津が凝縮
されていて
楽しい

地元の産直
って、こんな
にあるんだ

道路が渋滞
して困る

こんなに売れるとは
思わなかった。

これからも頑張って
やっていきたい！

天丼が
ボリュームが
あって、

美味しかった

レジの待時間
が長すぎる

レストランが満席
で使えなかった



北黒田北交差点

北黒田北交差点を中心に国道２３号中勢バイパス・
国道３０６号で大規模な渋滞が発生！

４月２４日開駅当日の周辺道路の状況

渋滞発生

渋滞発生



国道３０６号
亀山方面から

大型連休を控え、周辺道路の渋滞に迅速に対応

国道２３号中勢バイパス
松阪方面から

国道２３号中勢バイパス
鈴鹿方面から

警備員及び誘導員を６名体制から１４名体制に増強

臨時駐車場（１６０台分）への誘導・案内看板の設置

駐車場利用状況看板（満車情報・臨時駐車場の誘導・案内など）の設置

臨時駐車場への誘導・案内

国道３０６号
河芸町中瀬方面から



三重会館津駅三重会館 津駅

道の駅津かわげへの路線バス等の乗り入れ

三重会館発
１０：３６

津駅発
１０：４２

到着
１１：１２

道の駅津かわげ

津駅発
７：３１（注）

到着
８：０１

三重会館発
１３：１６

津駅発
１３：２２

到着
１３：５２

三重会館発
１６：０１

津駅発
１６：０７

到着
１６：３７

津駅発
１７：３４

到着
１８：０４

津駅着
８：４９

三重会館着
８：５５

津駅着
１２：０４

三重会館着
１２：１０

津駅着
１４：４４

三重会館着
１４：５０

津駅着
１７：２４

津駅着
１８：４６

出発
８：１９

出発
１１：３４

出発
１４：１４

出発
１６：５４

出発
１８：１６(注) (注)…平日のみ運行

道の駅津かわげへは、平成２８年４月２４日から津市コミュニティバス（河芸地域）
と三重交通の路線バスの各路線を変更し、乗り入れました

三重交通路線バスダイヤ

往路…三重会館又は津駅発・三行行き 復路…三行発・津駅又は三重会館行き



５月８日（日曜日）
◇津うなぎ専門店組合６店舗
による「ウナギ弁当」販売

◇鮮魚実演販売
◇ハンドメイド体験・販売

ゴールデンウィーク終盤のイベント情報

道の駅津かわげのイベント情報・物産販売情報等

５月７日（土曜日）
◇地元バンドによるストリートライブ
◇健康教室
◇津うなぎ専門店組合６店舗による
「ウナギ弁当」販売

◇鮮魚実演販売

その他、教室・物産販売・ガイド情報
◇ミュゼボンヴィヴァン出口シェフによる「Ｅｋｉフレンチ教室」の開催（毎月第２・４木曜日）
◇地元幻の黒田米を使った「にぎやか畑の黒田米弁当」の販売
◇地元で水揚げされた商品を中心に鮮魚や貝類の販売
◇採れたて野菜や津の名産品、和菓子、醸造製品の販売
◇香良洲地区の学校給食で定番の「つめた貝の佃煮」の販売
◇地元酪農家が作る新鮮搾りたて牛乳を使った絶品ソフトクリームの販売
◇こだわりの「津焙煎コーヒー」の販売
◇焼きたて・できたてパンの販売
◇津市観光ボランティアガイド・ネットワークによる観光案内・紹介

ワクワクが盛りだくさ
んなイベント！豊富
な品揃え！
道の駅津
かわげに
ぜひ来てね



平成２８年（２０１６年）熊本地震
における津市の対応状況

平成２８年５月６日



給水支援活動

平成２８年４月１６日～４月２３日

被災建築物応急危険度判定活動

平成２８年４月２２日～４月２６日

被災地における支援活動①

派遣期間

派遣場所

派遣内容

派遣期間

派遣場所

派遣内容

熊本県熊本市東区

建築指導課職員２名（応急危険度判定士）

熊本県熊本市南区 日吉小学校

水道局職員２名＋給水車１台

平成２８年４月１６日／公益社団法人日本水道協会中部地方支部派遣依頼

平成２８年４月２０日／三重県派遣依頼

人的支援

人的支援



救援物資支援

アルファ化米５，９００食 （うちアレルギー対応４００食）

義援金の受付

日本赤十字社を通じ被災地へ送金

被災地における支援活動②

支援物資

支援日

受付期間

受付場所

その他

平成２８年４月１８日に三重県を通じて送付

災害廃棄物収集運搬

支援期間

派遣場所

派遣内容

平成２８年５月４日～５月１０日

環境部職員２名＋パッカー車１台
熊本県熊本市内

平成２８年４月１８日～６月３０日

市本庁舎、各総合支所など１３８カ所

平成２８年４月１７日／三重県支援依頼

平成２８年４月２６日／三重県派遣依頼

人的支援

物的支援

義援金



職員の派遣

避難住宅の提供

被災地における支援調査

支援内容 依頼元 人数 依頼日 回答日

被災宅地危険度判定業務 三重県 ３人 ４月１９日 ４月２０日

被災自治体支援業務 全国市長会 ４人 ４月２１日 ４月２５日

支援内容 依頼元 戸数 依頼日 回答日

公営住宅等の提供 三重県 ２０戸 ４月１８日 ４月２６日


