
T s u C i t y

１－（１） 平成の大合併

平成の大合併
・平成11年4月1日～平成22年3月31日
・上記期間中の合併件数 642件
・10市町村以上の合併 10市

平成１８年１月１日、１０市町村
の新設（対等）合併により誕生

県名 合併期日 市名 形態
合併構成
市町村数

新潟県
Ｈ13.1.1
Ｈ17.3.21
Ｈ17.10.10

新潟市 編入 15

新潟県 H17.1.1 上越市 編入 14

愛媛県 H17.1.16 今治市 新設 12

静岡県 H17.7.1 浜松市 編入 12

新潟県
Ｈ174.1
Ｈ18.1.1
Ｈ22.3.31

長岡市 編入 11

三重県 H18.1.1 津　市 新設 10

新潟県 H16.3.1 佐渡市 新設 10

岐阜県 H17.2.1 高山市 編入 10

宮城県 H17.4.1 栗原市 新設 10

熊本県 H18.3.27 天草市 新設 10
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位 置

日本のほぼ中央に位置する三重県
の県庁所在地

人 口：２７４，５３７人

（令和２年国勢調査 人口等基本集計結果）

面 積：７１１．１８平方キロメートル

※シンガポールの国土面積とほぼ同じ大きさ

大阪から

約１時間２５分

京都から

約１時間４０分

東京から

約２時間３０分

※時間については、

列車等によります。

中部国際空港

から高速船で

約４５分

名古屋から

約４５分

中部圏と近畿圏の結節点であり、

交通アクセスに恵まれている。

１－（２） 概 況
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資料：県統計課「月別人口調査」（10月1日～9月30日）、「三重県勢要覧」、国勢調査

人口のピーク：288,888人（人）

０

１－（３） 人口の推移
※自然増減：出生者数－死亡者数、社会増減：転入者数－転出者数

（人）

１.総合計画・企画
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古くは安濃津と呼ばれ、坊津（ぼうのつ）（鹿児島県）・花旭塔
津（はかたつ）（福岡県）と並んで「日本三津」の一つとされた。
中国から見た重要な港を意味し、中国との貿易港の一つ、流
通の拠点としての機能。

江戸時代には、築城の名手といわれる藤堂高
虎の城下町として発展。
高虎により、伊勢神宮への参宮街道が津のま
ち中を通るようになり、参宮街道の宿場町とし
てにぎわった。

多気城下絵図

室町時代から戦国時代にかけ
ては、伊勢国司北畠氏の本拠
として中世都市を形成。

津繪圖（享保期津城下絵図）

１８８９年（明治２２年）４月１日、日本で初めて市制を施行した３１市の１つ

２００６年（平成１８年）１月１日、１０市町村の合併で新市津市となる。

202３年(令和５年)２月１日現在 地域別住民基本台帳人口

１－（４）ー ① 歴 史１.総合計画・企画
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津 久居 河芸 芸濃 美里 安濃 香良洲 一志 白山 美杉 計
154,122人 44,350人 18,677人 8,638人 3,173人 10,239人 4,315人 15,056人 10,081人 3,677人 272,328人
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津藩の記録には、高虎の津城改修時に天守を再建しな

かったと記されてますが、寛永年間（1624～1643）の城
下絵図に三層天守が描かれていることなどから、高虎の
改修以前に天守が再建され、その後消失した可能性があ
ります。

これは、城下を通過する敵の移動を遅らせるための工夫です。

また、参宮街道を南下して津城下に入ると正面に本丸の丑寅三
重櫓が見えるなど、街道を往来する人々に対して、見通しの演
出がなされているようです。

明治23年（1890）に藤堂家が津城跡の払い下げを受けると、
宅地などにするため外堀・内堀の埋め立てが進みました。ま
た、戦災復興にあたって、本丸などは公園緑地としましたが、
南内堀は公共用地として埋め立てられました。

本丸天守台（昭和10年頃）
『写真でみる津の昭和の50年』より転載

津御城下分間絵図【享保４年（1719年） 樋田清砂氏旧蔵】

江戸時代なぜ津城には天守がなかったのか

津城下を通る参宮街道はなぜ折れ曲がっているのか

津城の堀はどのようにして埋まったのか

丑寅三重櫓

本丸

津観音

１－（４）－ ② 津城跡の歴史

5

１.総合計画・企画



T s u C i t y

6

１－（５）－① 合併後１７年目の津市の事業展開１.総合計画・企画

平
成
18
年
１
月
１
日

新
津
市
誕
生

状況の変化に応じてあるべき姿を追求した事業

中央学校給食センター

全小中学校の耐震化完了

市一志庁舎

美杉総合文化センター
・市美杉庁舎

新斎場「いつくしみの杜」

道の駅津かわげ

一般廃棄物 終処分場

産業・スポーツセンター
リサイクルセンター

津センターパレスへの中央公民館・まん中
こども館の整備

地域インフラ維持・
補修事業創設

児童発達支援センター
「つぅぽっぽ」

全天候型親子遊び空間
「げいのう わんぱーく」

ＪＲ名松線全線復旧

ポルタひさいへの市久
居庁舎移転

みさとの丘学園開校

ビジネスサポートセンター

白塚漁港県営化

香良洲高台防災公園

津興橋の架け替え

合併時に約束されていた事業

家庭医療クリニック

応急クリニック

小中学校普通教室
エアコン設置

新しい市政展開に先駆けて踏み出した事業

防災物流施設

（雲出地区防災コミュ

ニティセンター）

育休退園の廃止

未就学児の医療費
窓口無料開始

精神障害者手帳２級
通院医療費助成開始

認定こども園開園

久居駅周辺地区都市再生整備〔久居交流広場整備、久居駅東口整備、アルスプラザ整備〕

高齢者外出支援事業
（シルバーエミカ）

緊急告知ラジオ無償貸与

コロナ対策事業

水道料金通算６か月無料化

家計特別支援金

プレミアム付（デジタル）商品券

美里水源の森

津南防災コミュニティセンター

など

津市民テニスコート

防犯カメラ設置補助事業開始

津波避難ビル指定開始

学校施設大規模改造

小中学校トイレ洋式化

北部海岸堤防整備

ＬＥＤ型防犯灯
設置補助業

空調設備改修・
トイレ洋式化

2006
（H18）

2011
（H23）

2016
（H28）

2020
（R2）

自治体DX

カーボン
ニュートラル

森林経営管理意向調査

浸水対策事業拡大

独自に展開している事業

地籍調査重点整備

介護老人福祉施設入所待機者半減

リニア

獣害対策大規模捕獲

広域避難計画

志登茂川
河口架橋

大門・丸之内

都市拠点再
生推進事業

津駅周辺道
路空間整備

教員支援員
大谷踏切の拡幅
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１－（５）－② 【市長コラム】１３０歳を迎えた津市の姿

平成３１年４月１日号 広報津より
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１－（５）－③ 久居誕生３５０年事業

久居のまち
誕生

久居藩は、寛文９（１６６９）年津藩第２代藩主の藤堂高次が、改易防止の政策として次男・

高通を分家し、５万石を分領して誕生しました。その後、津藩に相続者のない時は久居藩から
養子に入るという密接な関係を持ちながら、江戸時代を通じて津藩を支えました。

初代藩主高通は、寛文１０年（１６７０年）に「この地に永久に鎮居する」という願いを込めて、
野辺野の地に城下町を造り、翌年の寛文１１年（１６７１年）に入城しました。幕府のきびしい制
限を受けたために石垣や堀を築くことができませんでしたが、城内には約２００戸の侍屋敷をつ
くり、外周を土塁、水路で巡らす防備都市としました。また、城下には寺町、本町、二ノ町、旅籠
町、万町、幸町を設け、現在もその面影が残っています。

久居のまちが造られてから３５０年、そして久居市制の施行から５０年の節目を迎えるにあたり、歴史・伝統の再認
識をするとともに、市民が楽しみ、交流できる機会を創ることで、次代に向けての地域の魅力向上を図りました。

体 制
市民主体の実行委員会を設立し、事業計画を策定、推進。
市は実行委員会を支援するとともに、連携事業を実施。

取 組

2019

2020

立藩３５０年

2021

命名３５０年

入府３５０年

啓発

事業
展開

ＰＲのぼり旗、タペストリーを駅、公共施設、商店街に設置。
ＰＲ動画制作、放映。

の誕生

初代久居藩主
藤堂高通公

久 居

永
久
に
鎮
居
す
る

久居市誕生 昭和45（1970）年、市となる要件を人口５万人から３万人に引き下げる「三万市制特例法」が成立し、久居市が誕生しました。
当時、大都市周辺のベッドタウンでは人口３万人を越える町が急速に増えていました。久居町長は全国の３万人以上の町へ呼びか

け、「新市制実現全国期成会」を結成し、会長に選ばれその推進力となりました。全国の推進力

永久鎮居の地

津市合併
副都市核
としての
まちづくり

平成18（2006）年に10市町村が合併し、新市津市となりました。久居地域においては、津市の副都市核としてふさわしいまちづく
りを推進しています。

・久居駅周辺地区都市再生整備事業（久居駅東口の再整備、成美地区内避難路整備など）
・津市久居ホール整備事業 → 津市久居アルスプラザ２０２０年10月グランドオープン
・観光地榊原温泉郷を牽引する施設としての「湯の瀬」の再整備

久居誕生
３５０年
事業

取組期間

３年間
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フォトコンテスト、高通公園記念碑説明板製作、観光案内図
製作、久居藩歴史まんが制作、ウォーキングイベント

スタンプラリー、高通公園イベント＆ワークショップ、ウォーキ
ングイベント、久居藩トークイベント、まちかど博物館展、高
通公入府記念イベント、美術展

１.総合計画・企画
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１－（５）－④ 【市長コラム】新しくなった久居のまち～祝生誕３５０年～

令和２年２月１日号 広報津より

１.総合計画・企画
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１－（６） 新市まちづくり計画・総合計画

前総合計画
●津地区合併協議会において策定された「新市まちづくり計画」を

発展させ、合併後はじめての総合計画として策定
●2008年度から2017年度の１０年間を計画期間

現行の総合計画
●2018年度からスタート
●基本構想は、計画期間を定めない
●基本計画は、2018～2027年度の１０年間を計画期間
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2005
年度

2006
年度

2007
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度～

津市総合計画　基本構想
(計画期間定めず)

第２次基本計画
（2018～2027）

第2期津市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略

（2020～2024）

2008年度～2017年度

津市総合計画　基本構想
（2008～2017）

前期基本計画
（2008～2012）

後期基本計画
（2013～2017）

第１期津市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン・総合戦略

（2015～2019）

新市まちづくり計画 　(2006～2025）
※平成26年12月と令和元年１２月に計画延長

１.総合計画・企画
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・総合計画は、今後の市政運営の基本となる津市の 上位の計画。
・平成20～29年度までの10年間を計画期間とする「基本構想」と基本構想の施策に基づく具体的な目標や事業展開を定めた

「基本計画」で構成する合併後はじめて策定した総合計画が平成２９年度で終了。

１－（７） 総合計画の概要

平成３０年４月から新しい総合計画がスタート
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○美里の未来を見つけます事業（三み一体事業）
（平成29年度・平成30年度・令和元年度決算額：各年1,500千円）

①急速な少子高齢化の進展に対応し、人口減少に歯止めをかける
②東京圏への一極集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維持する

地方創生の目的

平成26年12月閣議決定
「長期ビジョン」：2060年に１億人程度の人口を確保する

中長期展望

「総合戦略」：2015～2019年度（5ヵ年）の政策目標・施策

平成26年12月閣議決定（平成27年2月3日 国の補正予算成立）

「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」
※地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金により、地域消費
喚起や各地方公共団体への地方創生への先行的取組を支援

人口ビジョン
津市の人口動向・経済情勢、将来人口推

計の分析、将来の人口展望

総合戦略
国の総合戦略を勘案し、人口ビジョンを踏

まえた5ヵ年の基本目標・施策

○計画期間
平成２７年度から令和元年度まで

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して実施した事業（平成27年度）

○地域経済の活性化 プレミアム商品券発行事業
○子どもを産み育てやすい環境づくり 不妊治療休暇制度促進事業
○地域産業の育成と競争力強化

農地集積・集約化促進事業、木材利用促進ネットワーク事業、生産性向上促進事業、
つ・環境フェスタ事業

○津市出身者を呼び込むＵＩＪターンの促進 ＵＩＪターン促進事業
○魅力の発信強化

観光ボランティア活性化事業 、ＪＲ名松線の全線復旧を活かした美杉地域の活性化 、
プロモーションビデオを活用したイメージ戦略

○総合戦略等の策定 人口ビジョン、総合戦略の策定

地
方
創
生
の
取
組
を
着
実
に
実
施

国の交付金
を有効活用

１－（８） － ① 地方創生の取組①

津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略を策定（平成２８年３月）

地方創生加速化交付金を活用して実施した事業（平成28年度）

○津市農林水産物生産消費循環システム構築事業（決算額：13,975千円）
○伝統芸能と温泉資源を活用した住民活動モデル構築事業（決算額：29,191千円）
○「ええとこやんか三重」県と市町の移住促進事業＜広域連携事業＞（決算額：1,164千円）

地方創生推進交付金を活用している事業（平成29年度～令和元年度）

平成26年11月 「まち・ひと・しごと創生法」施行
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第１期のまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、取組を進めてきたものの、平成３０年において我が国の総人口は８
年連続で減少し、高齢化率は過去最高を記録、出生数も３年連続で１００万人を割るとともに、東京一極集中にも歯止
めがかかっていない。

第１期の地方創生の取組を踏まえた現状

令和元年６月閣議決定
「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」
第１期に根付いた地方創生の意識や取組を継続し、次のス

テップに向けての歩みを確かなものとするため、現行の枠組
みを引き続き維持し、地方創生のより一層の充実・強化に取り
組む。

令和元年12月閣議決定
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年改訂版）」
「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」
平成２７年度国勢調査の結果をベースにした人口推移の見

通しを踏まえ、「継続は力なり」という姿勢を基本とし、これま
での総合戦略の４つの目標を掲げる枠組みを維持しながら、
新たな視点を横断的な目標に掲げ、取組を進める。

○策定に向けて
Ｈ31.4.11 津市まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議の設置
Ｈ31.4.25 推進会議第１回会議
Ｒ1.10.8 推進会議第２回会議
Ｒ1.10.2  地方創生推進懇談会開催（第三者機関からの意見聴取）

１－（８） － ② 地方創生の取組②

第２期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略を策定（令和２年３月）
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Ｒ1.11.5 市議会全員協議会での協議
Ｒ1.11.5～12.6 パブリックコメントの実施

Ｒ2.2.5 推進会議第３回会議

１.総合計画・企画



T s u C i t y１－（８）－③ 第２期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略（人口ビジョンの概要）

・国勢調査では、総人口は平成１７年をピークに減少。…①
・出生数の減少と死亡者数の増加が続いている。…②
・合計特殊出生率、婚姻件数出生数は若干の増減を繰り返しなが

ら減少傾向にある。…③
・東京都や愛知県、大阪府等都市圏への転出超過が大きい。…④

①人口の推移 ③合計特殊出生率・婚姻件数及び出生数の関係②出生数・死亡数・転入数・転出数の推移

④津市の主な転入・転出超過先（平成３０年）

【人口動向の主なポイント】

【人口の動向】

【津市の人口の将来展望】
国から提供された社人研推計準拠による人口推計データをベースとして、津市にお
ける地方創生への取組を踏まえつつ、国や三重県の目標値を参考に、津市における
合計特殊出生率と社会移動を下表のように想定し推計しますと、将来人口は、下の
グラフのようになります。この推計によりますと、社人研推計準拠では令和４７年
に約18万人にまで減少しますが、人口減少対策に取り組み、合計特殊出生率の向
上や転入超過傾向が維持できれば、20万人以上の人口を維持することが期待でき
ます。

R2年 Ｒ7年 Ｒ12年 Ｒ17年 Ｒ22年 Ｒ27年 Ｒ32年 Ｒ37年 Ｒ42年 Ｒ47年

合計特殊出生率 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07

転入超過数（人） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

←社人研推計→

※社人研：国立社会保障・人口
問題研究所の略。国の研究機関（人） （人）

（人）

（件）

１.総合計画・企画
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T s u C i t y１－（８）－④ 第２期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略（総合戦略の概要）

施策分野 主な施策の内容

（１）出会い・結婚 出会いの場の創出と情報発信

（２）妊娠・出産 妊娠・出産から子育てへと途切れのない支援、不妊治療を受けやすい環境の整備　など

（３）子育て 幼保連携型認定こども園の整備、世代を超えた交流の場づくり、放課後児童クラブの充実　など

●基本目標①：出会い・結婚・出産・子育てしやすい環境づくり
津市に住み、結婚したい、子どもを産みたい、子どもを育てたいと思う人たちの希望がかなう環境づくりを進めます。
■数値目標：出生数 ■現状値（H30年度）：2,080人／年 ⇒ ■目標値（R6年度）：2,200人／年

●基本目標②：産業振興、企業立地等による安定した雇用の創出・拡大
津市で家庭を持ち、安定した暮らしをしたいという人の希望をかなえるために必要となる雇用の創出・拡大を図ります。
■数値目標：従業員数（雇用保険被保険者数) ■現状値（H30年度）：91,653人／年 ⇒ ■目標値（R6年度）95,200人／年

施策分野 主な施策の内容

（１）産業振興の推進 企業の人材育成・確保に向けた支援、起業・創業に向けた支援、農林水産業における新規就業者の確保・定着支援　など

（２）企業立地の促進 民間未利用地等を活用した企業誘致の推進、多様な業種の集積と魅力ある雇用環境の創出を目指した企業立地の展開　

●基本目標③：定住・還流・移住などによる新たなひとの流れの創出
津市への定住や移住、交流といった観点からの、津市への新たなひとの流れの創出を図ります。
■数値目標：転入超過数（「転入数」－「転出数」） ■現状値（H30年度）：1人／年 ⇒ ■目標値（R6年度）100人／年

施策分野 主な施策の内容

（１）定住の促進 市内在学の高校生・大学生等の市内企業への就職の促進、住みたくなるような魅力ある住環境の形成　など

（２）還流の促進 都市圏等の大学に進学した学生の市内企業へのＵＩＪターン就職の促進、市外就労者の市内企業への就職の促進　など

（３）移住の促進 プロモーションビデオ、パンフレット等による移住促進に向けた情報発信・ＰＲ、関係人口の創出・拡大　など

（４）人々が行き交う津づくり 外国人も含めた観光客増加に向けた取組の促進、ＭＩＣＥの誘致活動の促進、津市産業・スポーツセンターなどの施設を活かしたスポーツ交流の促進　など

●基本目標④：人と人が繋がった暮らしやすい地域づくり
地域に暮らす人たちが明るい将来を思い描き、互いに支え合い、笑顔があふれる地域づくりを進めます。
■数値目標：市政アンケート等で、「津市は住みやすい」と回答した人の割合 ■現状値（H30年度）：81.4％ ⇒ ■目標値（R6年度）90.0％

施策分野 主な施策の内容

（１）地域福祉の充実 医療・福祉・介護の連携による地域包括ケアシステムの確立、地域密着型サービスの充実　など

（２）安全で安心して暮らせる地域づくり 地域コミュニティの充実、地域課題の自立した取組や持続可能な活動に向けた支援、小学校の廃校跡地等を活用した交流拠点づくり　など

【目 的】
「ひと」と「しごと」の好循環を作り、その
好循環を支える「まち」の活性化に向けた取
組をより効果的に集中して推進

【戦略の期間】
Ｒ２年度～R６年度までの５年間

【策定のポイント】
①県都津市が有する資源や環境を最大限に活かした真に市民に求められる施策の展開
②「攻める戦略」と「守る戦略」の複眼思考
③国の「まち・ひと・しごと創生」政策５原則（自立性、将来性、地域性、総合性、結

果重視）の重視
④第１期人口ビジョン・総合戦略の検証並びに国の基本方針2019及び第２期総合戦略

を踏まえた取組の展開
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T s u C i t y

婚活イベントだけでなくセミナーや相談会も開催することで、これらの相乗効果を発揮し、多角的、
総合的な支援ができる「つながる支援体制」を構築

１－（８）－⑤ 津市出会い応援事業

全国的に少子化が急速に進行するなか、未婚化及び晩婚化の進行が少子化の要因の一つと考えられること
から、未婚率の上昇、晩婚化の進行の対策に取り組むことが求められている。

津市まち・ひと・しごと人口ビジョン・総合戦略に「出会いの場の創出」と「出会いの場の情報発信」を施策と
して位置づけ。市役所若手職員で構成する「津市出会い応援事業プロジェクトチーム」を設置し、チームによ
る企画イベントを始めるとともに、子育て推進課によるセミナーや相談会も実施。

◆イベント ◆セミナー

◆相談会

16

１.総合計画・企画

年度 タイトル 内容 対象者 定員 参加数

H28 男性向けスキルアップセミナー 婚活や仕事でも使えるコミュニケーション講座 津市在住・在勤の結婚を希望する男性 30名 8名

企業向けセミナー
～従業員の意欲向上につなげる
ワーク・ライフ・バランスの推進～

企業がワーク・ライフ・バランスの推進で働きやすい環
境づくりや、出会い応援に取り組むメリットや重要性に
ついて、取り組み例や支援例の紹介を交え説明します。

津市内の企業の経営者層、人事総務担当者、働き方改
革担当者

30名
12事業者
（12名）

津市　出会い応援相談窓口
婚活＊応援セミナー

新しい生活様式でも『優位』に進める３つの婚活テク
ニック
（オンライン婚活・少人数化するイベントでのチャンス・
プロフィールシートで差をつける）

婚活の進め方がわからない・うまくいかない人、婚活を
成功させるためにスキルアップを図りたい人など
※津市在住、在勤の方に限る。

男性
：15名
女性
：15名

男性：5名
女性：2名

親向け結婚支援セミナー
・お子さんが抱えている最新の婚活事情
・親にできる子どもの結婚支援

未婚の子どもを持つ親・家族
※津市在住・在勤の方に限る。

50人 13人

苦手を克服！婚活力アップセミ
ナー

婚活力を高め、初対面の異性に短い時間で好印象を残
して確実にチャンスを掴めるようになりましょう。

婚活を始めたい人、始めたばかりの人、婚活イベントに
参加したけど上手くいかない人、どのように交際を進
めればいいのか知りたい人、第一印象をより良くした
い人など
※津市在住、在勤の方に限る。

男性
：15名
女性
：15名

男性：3名
女性：1名

企業向けセミナー
従業員の希望をかなえるワーク・ラ
イフ・バランスの推進
～３つの視点で人財ロスを防ぐ～

「男性の家事・育児参画」「女性が働きやすい職場づく
り」「若者のニーズ」と３つの視点でどのような企業でも
今日から取り組めるワーク･ライフ･バランスについて
説明。

津市内の企業の経営者層、人事総務担当者 30名
7事業者
（9名）

親向け結婚支援セミナー
コロナ禍でもできる婚活とはどのようなものか、息子
さんや娘さんのお気持ちに配慮した強力なサポート方
法とは何か。本セミナーでお伝えいたします。

未婚の子どもを持つ親・家族
※津市在住・在勤の方に限る。

50人 16人

企業向け
ワークライフバランスセミナー
生産性を高め、社員の成長につな
がる職場づくり

本セミナーでは「男性の育休推進」「女性の活躍支援」
「若者の定着」と３つのテーマで、生産性を高め、社員の
成長につながる職場づくりについて説明します。

津市内の企業の経営者層、人事総務担当者、働き方改
革担当者

30名
7事業者
（12名）

R2

R3

R4

【内容】出会いや婚活、結婚に関するお悩み全般

年度 開催日 タイトル 対象者 定員 参加数

R2

第１回：10月28日

第２回：12月19日

第３回：3月12日

津市　出会い＊婚活＊結婚に

関する相談会

結婚を希望するご本人やその家族（津市在住、在勤の方）

従業員の出会いを応援したい企業（津市内の企業）

婚活イベントを企画したい団体（津市内の団体）など

第１回：6組

第２回：12組

第３回：6組

第１回：5組

第２回：9組

第３回：5組

R3

第１回：6月15日

第２回：10月23日

第３回：12月2日

第４回：3月12日

津市　出会い＊婚活＊結婚に

関する相談会

結婚を希望するご本人やその家族（津市在住、在勤の方）

従業員の出会いを応援したい企業（津市内の企業）

婚活イベントを企画したい団体（津市内の団体）など

第１回：6組

第２回：10組

第３回：6組

第４回：10組

第１回：6組

第２回：9組

第３回：6組

第４回：5組

R4

第１回：7月30日

第２回：10月21日

第３回：12月15日

第４回：3月4日

出会い・婚活に関する個別無

料相談会

結婚を希望するご本人やその家族（津市在住、在勤の方）

従業員の出会いを応援したい企業（津市内の企業）

婚活イベントを企画したい団体（津市内の団体）など

第１回：14組

第２回：8組

第３回：8組

第４回：１４組

第１回：14組

第２回：7組

第３回：8組

第４回：12組

年度 イベント名 申込者数 参加者数 カップリング

H27
平成27年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～津
ぎょうざCooking～」

75名（男49名、女26名） 26名（男女各13名） 1組

平成28年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～ス
イーつ de 巡りあいツアー～」

47名（男31名、女16名） 18名（男女各9名） 2組

平成28年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～恋の
湯治場榊原で縁結び～」

32名（男18名、女14名） 22名（男女各11名） 1組

平成29年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～福き
たる♥フル―つ大福～」

25名（男15名、女10名） 16名（男9名、女7名） 2組

平成29年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～いっ
ぱい食べるキミが好き！～」

79名（第１部：男21名、女15名・
第２部：男24名、女19名）

45名（第１部：男12名、女11
名・第２部：男10名、女12
名）

５組（第１部：４組・
第２部：１組）

平成30年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～

mamechichi工場de恋❤豆にゅう～」
23名（男12名、女11名） 19名（男9名、女10名） 2組

平成30年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～一緒
に淹れて、Ｈｏｔできる　コーヒーレッスン～」

88名（第１部：男25名、女20名・
第２部：男27名、女16名）

35名（第１部：男9名、女8
名・第２部：男9名、女9名）

6組（第１部：1組・
第２部：5組）

令和元年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～ゆる

スポで縁結び❤～」
36名（男24名、女12名） 23名（男13名、女10名） 3組

令和元年度津市出会い応援事業「コ・ン・カ・津！～出会
いは２（にゃん）月１５（わんこ）日～」

46名（第１部：男12名、女10名・
第２部：男17名、女7名）

31名（第１部：男9名、女8
名・第２部：男８名、女６名）

6組（第１部：4組・
第２部：2組）

R２
「令和２年度津市出会い応援事業～国宝の地で縁結び
～」

32名（第１部：男10名、女6名・第
２部：男11名、女5名）

23名（第１部：男7名、女5
名・第２部：男7名、女4名）

4組（第１部：2組・
第２部：2組）

「令和３年度津市出会い応援事業～たなばたイベントin
げいのう～」

62名（第１部：男17名、女12名・
第２部：男28名、女5名）

26名（第１部：男7名、女7
名・第２部：男7名、女5名）

3組（第１部：1組・
第２部：2組）

「令和３年度津市出会い応援事業～出逢いはレッドウッ
ドの木の下で～」

97名（第１部：男30名、女13名・
第２部：男38名、女16名）

32名（第１部：男8名、女8
名・第２部：男8名、女8名）

4組（第１部：1組・
第２部：3組）

「令和３年度津市出会い応援事業～スポーツからはじま
る恋の予感～」

73名（第１部：男23名、女11名・
第２部：男27名、女12名）

26名（第１部：男7名、女6
名・第２部：男7名、女6名）

3組（第１部：0組・
第２部：3組）

「令和４年度津市出会い応援事業～たなばたイベントin
ひさい～」

79名（第１部：男19名、女10名・
第２部：男28名、女22名）

32名（第１部：男8名、女8
名・第２部：男8名、女8名）

5組（第１部：3組・
第２部：2組）

「令和４年度津市出会い応援事業～恋する庭園散策 in
レッドヒル ヒーサーの森～」

77名（第１部：男27名、女12名・
第２部：男19名、女19名）

32名（第１部：男8名、女8
名・第２部：男8名、女8名）

5組（第１部：2組・
第２部：3組）

「令和４年度津市出会い応援事業～恋を見つける♡大人
の工場見学in下津醤油～」

122名（第１部：男45名、女16
名・第２部：男46名、女15名）

32名（第１部：男8名、女8
名・第２部：男8名、女8名）

8組（第１部：3組・
第２部：5組）

のべ993名
（男643名、女350名）

のべ438名
（男227名、女211名）

60組合　　　　　　　計

R４

H28

H29

H30

R元

R３
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１－（８）－⑥ 人口減少対策１.総合計画・企画

人口減少対策を
取り巻く要因

津市において総人口は平成２０年をピークに減少
人口減少は人口構造上、直ちに増加に転じることは困難であるが、対策を重ねていくことが必要

津市における
人口動態

第２期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略により具体的な施策を推進

未婚率の上昇 晩婚化の進行 出生率の低下 新型コロナウイルス感染症の影響

人口減少対策に向けた新たなフェーズの取組が必要

令和４年５月９日付けで津市人口減少対策会議を設置

出生率
向上部会

出会い応援 子育て支援 保育

幼児教育 母子保健

不妊・不育症治療費等助成

ワークライフバランス 雇用環境

学校教育 都市の魅力
向上部会

まちづくり 住宅政策

雇用の場の拡大

移住教育環境

コミュニティ 地域政策

津
市
人
口
減
少
対
策
会
議

各分野の課長級で構成する２つの部会で施策を立案

各分野の部長級で構成する津市人口減少対策会議において取り組みの方向性を決定

17
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令和５年１月１日号 広報津より

１－（８）－⑦ 【市長コラム】 子育て世代に選ばれるまちに１.総合計画・企画
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１－（８）－⑧ 総合計画策定のための市民意識調査結果

■津市総合計画策定のための市民意識調査結果

津市への愛着度や定住意向、市政への評価やこれからの

まちづくりの方向などの市民意識の現状を把握し、計画策

定のための基礎資料とするためアンケート調査を実施しま

した。

対象、配布数
津市に居住する15歳以上の男女7,000人
※Ｈ28年7月25日時点

調査期間・方法 H28年7月29日～8月26日 郵送による
配布・回収

有効回収数／
回収率

2,678人／３８．３％

■調査内容

Ｑ あなたは津市に愛着を感じてい
ますか？

「とても愛着を感じている」、「ど

ちらかというと愛着を感じている」

と答えた人の割合が前回調査（H24

年）より5.9ポイント上昇

回答者数：2,678（Ｈ28）
2,954（Ｈ24）

「ずっと住み続けたい」、「当面は

住み続けたい」と答えた人の割合が

前回調査時（H24年）より8.0ポイ

ント上昇

Ｑ あなたは今後も津市に住み続け
たいですか？

回答者数：2,678（Ｈ28）
2,954（Ｈ24）

■調査結果の主な内容

美
し
い
環
境
と

共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り

安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

豊
か
な
文
化
と
心
を

育
む
ま
ち
づ
く
り

活
力
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り

参
加
と
協
働
の

ま
ち
づ
く
り

表の数値は、満

足度評価の回答

の選択肢を「満

足」、「やや満

足」、「どちら

ともいえない」、

「やや不満」、

「不満」の５つ

とし、その結果

を点数化したも

のです。

今回（平成28年）調査結果前回（平成24年）調査結果

Ｑ市政全般の満足度評価（調査した57項目の施策の満足度）

※調査項目は、前回の調査から変わっ

ているところが一部あります。

前回調査（平成24年）と比較すると、市政全般において、

満足度が上がり、不満度が下がっています

不満 満足
回答者数：2,954

不満 満足
回答者数：2,678

1.77
0.59

‐0.18
‐0.23
‐0.41

0.02
‐0.45

0.24
0.4

0.01
3.32

0.92
‐0.57

1.07
‐0.91

‐0.5
1.33

0.13
0.11
0.39

1.35
‐0.52

0.51
‐0.17

0.09
0.03
0.03
0.27

‐0.74
0.68
0.47
0.46
0.94

0.29
0.09

0.68
0.53
0.42

‐0.35
‐0.88
‐0.85
‐0.37

‐0.72
‐0.98
‐1.5
‐1.39

‐0.42
0.01

‐0.6
‐0.34

‐0.63
‐0.39

0.47
0.15
0.25

‐0.34
0.84

0.19
‐0.02

‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5

資源の循環的利用の推進

廃棄物等の適正な処理
環境への負荷の少ない社会の形成

環境共生社会の実現に向けた活動
多様な自然環境の保全

環境保全対策の推進
市街地の整備

住環境の整備
良好な景観の形成

公園緑地の整備及び緑化の推進
上水道・簡易水道の整備

生活排水対策の推進

生活道路の整備
墓地・斎場

災害に強いまちの推進
治山・治水対策の推進

消防体制の充実
交通安全対策の推進

防犯対策の推進
消費者の保護

健康づくりの推進
地域医療体制の充実

地域福祉の充実

高齢者福祉の充実
障がい者（児）福祉の充実

児童福祉の充実
母子・父子福祉の充実

国民健康保険
低所得者福祉の充実

幼児教育
学校教育

高等教育機関
生涯学習

スポーツ振興

青少年の健全育成
文化、芸術活動の充実

歴史的資源の保全と活用
人権・平和施策の推進

産業拠点の形成
農業の振興

林業の振興
水産業の振興

工業の振興
商業の振興

勤労者福祉と雇用の推進
交流拠点の形成

道路ネットワークの整備

港湾の整備
公共交通の充実

情報ネットワーク化の推進
観光の振興

競艇事業の活性化
市民活動の促進

都市間交流、国際交流の推進
男女共同参画の推進

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
広聴・広報

情報公開の推進

協働のまちづくりの推進

2.49 
2.04 

0.94 
0.77 
1.11 
1.27 

1.00 
1.21 

0.93 
3.87 

1.58 
‐0.22 

2.13 
0.75 
0.57 

2.11 
1.14 

0.88 
0.44 

1.71 
1.03 
1.02 

0.55 
0.51 
0.47 
0.26 

1.37 
0.13 

0.71 
1.04 

0.64 
0.85 
0.90 
0.78 
1.02 
0.99 
0.89 

0.09 
0.05 

‐0.19 
0.25 
0.08 

‐0.74 
‐0.43 
‐0.11 

0.11 
0.24 
0.11 
0.23 

‐0.46 
0.18 
0.56 

0.24 
0.30 
0.06 

‐0.01 
0.27 

‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5

資源の循環的利用の推進

廃棄物等の適正な処理

環境への負荷の少ない社会の形成

環境共生社会の実現に向けた活動推進

多様な自然環境の保全

環境保全対策の推進

住環境の整備

良好な景観の形成

緑化の推進と公園緑地の整備

上水道・簡易水道の整備

生活排水対策の推進

生活道路の整備

墓地の維持管理と斎場の整備

終わりなき防災施策の強化

災害に強いまちづくりの推進

消防力の充実

交通安全対策の推進

防犯対策の推進

消費者の保護

健康づくりの推進

地域医療の推進

地域福祉の充実

高齢者福祉の充実

障がい者（児）福祉の充実

子育ち・子育て支援の推進

一人親家庭に対する福祉の充実

公的医療保険の運営

低所得者福祉の充実

幼児教育

学校教育

高等教育機関

生涯学習の推進

スポーツの振興

青少年の健全育成

文化、芸術活動の充実

歴史的資源の保全と活用

人権・平和施策の推進

総合的な産業振興の推進

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

工業の振興

商業の振興

勤労者福祉と雇用の推進

都市機能の整備

道路ネットワークの整備

港湾・海岸の整備

公共交通の充実

情報ネットワーク化の推進

観光の振興

競艇事業の活性化

市民活動の推進

国際・国内交流と多文化共生の推進

男女共同参画の推進

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

市民との対話と連携の推進

総合支所と地域住民との協働

79.5%

73.6%

87.0%

79.0%
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◆新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金

事業費：3,500万円

医療機関における新型コロナウイルス感染症対策経費に対する支援
◆空調設備改修（44施設554基） 事業費：4億1,943万円

文化施設、福祉施設、保育所、幼稚園、小中学校、三重短期大学等

◆トイレ洋式化（27施設70基） 事業費：2,903万円

小中学校、コミュニティ施設等

◆家計特別支援 事業費：5,777万円

保育所・こども園、幼稚園、小中学校等で感染者、濃厚接触者となった場合

の出席停止や臨時休業による家計への負担軽減を図る特別支援金の交付

◆プレミアム付デジタル商品券 事業費：4億7,691万円

１セット6,000円（1,000円のプレミアム分）のデジタル商品券の発行

令和４年度は、「市民が必要とする対策や支援に対しタイムリーに対応する」「その時々の状況に応じて支援を積み重ねて対応する」「新型

コロナありきの社会における将来を見据えた環境整備に対応する」という３つの大きな考えの下、きめ細かな支援を積極的に行いました。

依然として新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、不安定な国際情勢に伴う原油価格・物価高騰等の影響も大きくなっていることから、

コロナ禍における原油価格・物価高騰等に対応する生活者支援・事業者支援を行いました。

◆子育て家庭物価高騰対策支援金 事業費：5億1,119万円

食費等の物価高騰等に直面する０歳から18歳までの児童を育てる子育て

家庭に対し、児童一人当たり12,000円の支援金を給付

◆保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業 事業費：4,974万円

給食を実施している市内保育施設、幼稚園、小・中・義務教育学校にお

いて、給食食材費の高騰が給食の質の低下や給食費の値上げにつながらな

いよう支援

◆小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援金 事業費：4,775万円

原油価格高騰の影響を大きく受けている小規模企業者に対し、エネルギー経

費に応じて支援金を給付

◆障害者支援施設・介護保険施設等運営支援金 事業費：2,081万円

電気代等光熱費の上昇により施設の運営経費が増加している障害者支援施

設及び介護保険施設等に対し、定員区分に応じて支援金を給付

◆肥料価格高騰農業者支援金 事業費：300万円

国の肥料価格の高騰対策を活用することができない農業者に対し、令和４

年中の肥料購入額が４万円以上の場合に、当該購入額に応じて支援金を給付

生 活 者 支 援 事 業 者 支 援

◆住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金 事業費：1億5,323万円

国の住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金の対象とならない

令和４年度住民税が均等割のみの課税世帯等に対し、１世帯当たり25,000

円の給付金を給付

◆就学援助世帯物価高騰対策支援金 事業費：4,140万円

就学援助認定を受けている児童・生徒の保護者に対し、児童・生徒１人

当たり12,000円の支援金を給付

◆エネルギー価格高騰対策支援金 事業費：4,759万円

電気・ガス料金高騰の影響を受ける民間保育施設、放課後児童クラブ及び

市スポーツ施設指定管理者等に対し、支援金を給付

◆自治会防犯灯電気料金高騰対策支援金 事業費：823万円

原油価格・物価高騰に伴い管理する防犯灯の電気料金に影響が出ている

自治会に対し、電気料金上昇分の一部に相当する支援金を給付

◆中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金 事業費：1億3,261万円

原油価格高騰の影響を大きく受けている中小企業者（小規模企業者を含む）

に対し、エネルギー経費に応じて支援金を給付

◆医療機関等エネルギー価格高騰対策支援金 事業費：4,769万円

電気・ガス料金高騰の影響を受ける医療機関及び保険薬局に対し、県と協

調して支援金を給付

※事業費は補正予算第16号までの予算額

◆新型コロナウイルス感染症患者受入病院体制強化特別負担金

事業費：15,500万円

新型コロナウイルス感染症患者受入病院の体制確保等の経費に対する支援
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全ての市民への支援

284.3億円

・特別定額給付金
・水道基本料金通算６か月の無料化

など

医 療

50.1億円

・新型コロナウイルスワクチン接種の実施
・医療提供体制整備支援
・特殊勤務手当の支給
・救急資機材等の購入
・高規格救急自動車の購入 など

教 育

22.1億円

・小・中学校等の児童生徒用タブレット
端末導入

・学校施設等空調設備改修/トイレ洋式化改修
・放課後児童クラブの感染対策
・臨時休業等に伴う家計特別支援金
・就学援助世帯物価高騰対策支援金 など

事業者支援

36.7億円

・飲食事業者等事業継続支援金
・高速船運航事業者事業継続支援事業補助金
・地域鉄道運行事業者運行継続支援事業負担金
・原油価格高騰等に伴う社会福祉施設運営支援金
・肥料価格高騰農業者支援金/肥料価格高騰対策支援金
・中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金

など

感染防止・衛生

11.5億円

・避難所用パーティション等購入
・赤外線サーモグラフィーカメラ等購入
・公共施設空調設備改修/トイレ洋式化改修
・保育所等感染防止対策
・空き家情報バンクサイト改修・デジタル
空き家見学会

・文化ホール等Ｗｉ-Ｆｉ環境整備 など

生活支援

113.8億円

・学校等給食費無償化
・保育施設・学校等給食物価高騰対策
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
支援金

・子育て家庭物価高騰対策支援金
・住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金

など

津市の対コロナ政策
令和元～５年度当初予算まで

総額518.5億円

※財源内訳…国 499.1億円、県2.1億円、市3.2億円（基金活用3.1億円含む）、その他14.1億円
※令和元～３年度は決算額、令和４年度は補正予算第16号までの予算額、令和５年度は当初予算額
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特別定額給付金（277億5,892万円）

全ての市民へ
の支援 水道料金の基本料金２か月分無料化（2億2,778万円）

水道料金の基本料金４か月分無料化（4億3,891万円）

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金（3,500万円）
特殊勤務手当（286万円）
高齢者インフルエンザ予防接種無償化（1億1,275万円）
新型コロナウイルス院内感染防止対策事業（377万円）

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金（3,500万円）
特殊勤務手当（1,443万円）
応急診療所感染防止対策（103万円）
二次救急輪番病院等医療提供体制強化特別負担金（3,100万円）
新型コロナウイルス感染症急拡大準備・二次救急輪番体制特別負担金（450万円）
新型コロナウイルス感染症急拡大対応医療環境整備支援（504万円）
新型コロナウイルス感染症予防対策用歯科用ポータブルユニット購入（119万円）
新型コロナウイルス感染症感染拡大・医療提供体制確保支援事業（75万円）

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金（3,500万円）
特殊勤務手当（4,553万円）
ＰＣＲ検査委託（123万円）
新型コロナウイルス感染症患者受入病院体制強化特別負担金（1,550万円）

特殊勤務手当（4,028万円）

医療

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（2,690万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（20億4,743万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
医療従事者派遣事業（6,038万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（19億6,395万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
医療従事者派遣事業（2,933万円）

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保及び接種対策事業（3億9,725万円）

R2

R3

R2

R3

R2

R3

◆特別定額給付金の給付（277億5,892万円）◆全世帯と事業者の負担軽減（6億6,669万円）

◆新型コロナワクチン接種の実施（45億2,524万円）

◆病院等のコロナ対策への支援（3億8,486万円）

◆救急搬送環境の充実・感染防止対策（9,786万円）

R2 救急救助における新型コロナウイルス感染症対策（722万円）
自動心肺蘇生器等救急資機材購入（1,983万円）

高規格救急自動車等購入（4,652万円）
救急救命士リモート教育システム導入（50万円）
消防署感染防止対策（83万円）

救急業務等感染防止用品購入（1,340万円）

救急業務等感染防止用品購入（956万円）

R2

１－（９）－③ 津市のコロナ・物価高騰対策の全体像②１.総合計画・企画
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R4

R4

284.3億円

50.1億円

R4

R3

R5

R5

R5
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消毒液購入（116万円）
感染防護品購入（32万円）

消毒液・窓口用アクリル製間仕切り板等購入（685万円）
公共施設消毒（45万円）
妊婦向けマスク配布（69万円）
備蓄用マスク購入（878万円）
赤外線サーモグラフィーカメラ等設置（382万円）
公共施設空調設備改修（3,502万円）
公共施設トイレ洋式化改修（1,968万円）
集会施設消毒液配布・配置等（265万円）
文化施設感染防止対策（20万円）

感染防止対策用品購入（667万円）
公共施設空調設備改修（1億4,552万円）
公共施設トイレ洋式化改修（5,465万円）
スポーツ施設空気清浄機設置（209万円）
感染拡大防止に対応した幼児健康診査（229万円）
マルチコピー機導入（412万円）
公共的空間安全・安心確保（消毒液購入）（105万円）
公共施設消毒（20万円）
市役所業務継続に向けた新型コロナウイルス感染症検査・診断（4万円）

公共的空間安全・安心確保（消毒液購入）（190万円）
感染防止対策用品購入（136万円）
公共施設空調設備改修（2億3,893万円）
公共施設トイレ洋式化改修（1,045万円）
市役所業務継続に向けた新型コロナウイルス感染症検査・診断（11万円）

公共的空間安全・安心確保（消毒液購入）（257万円）
感染防止対策用品購入（179万円）
市役所業務継続に向けた新型コロナウイルス感染症検査・診断（22万円）

感染防止・
衛生

保育所等感染防止対策（370万円）

保育所等感染防止対策（3,623万円）
緊急包括支援事業（6,032万円）
保育所等空調設備改修（3,198万円）
保育所トイレ洋式化改修（39万円）
保育所等臨時休園等に伴う家計特別支援金等（1,740万円）

保育所等臨時休園等に伴う家計特別支援金（6,423万円）
保育所等感染防止対策・かかり増し経費等支援

・ＩＣＴ環境整備（7,863万円）
保育所等トイレ洋式化改修（1,904万円）
保育士等処遇改善臨時特例事業（1,920万円）

保育士等処遇改善臨時特例事業（6,963万円）
保育所等臨時休園等に伴う家計特別支援金（3,608万円）
保育所等感染防止対策・かかり増し経費等支援

・ＩＣＴ環境整備（4,036万円）

R3

R2

R2

R3

公共施設ネットワーク・リモート環境整備（1,547万円）

公共施設ネットワーク・リモート環境整備（191万円）
オンラインビジネスサポート事業（65万円）
空き家情報バンクサイト改修

・デジタル空き家見学会（412万円）
文化ホール等Ｗｉ－Ｆｉ環境整備（2,670万円）

R2 避難所資機材購入（5,729万円）

避難所資機材購入（1,596万円）
消毒液購入（152万円）

R3

◆避難所の感染防止対策（7,477万円）

◆公共施設等の感染防止対策（5億5,358万円）

R3

◆保育所・こども園における感染対策等（4億7,719万円）

◆リモートサービスの提供（4,885万円）

１－（９）－④ 津市のコロナ・物価高騰対策の全体像③１.総合計画・企画
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R4

R4

R2

11.5億円

R5

R1

R1
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ＧＩＧＡスクール構想支援（9億6,275万円）
ＧＩＧＡスクール支援員派遣（2,413万円）
ＧＩＧＡスクール端末活用のための

研修用大型テレビ配置（4,375万円）
家庭学習向け貸与用モバイル通信機器整備（1,203万円）

幼稚園ＩＣＴ環境整備（317万円）
公民館Ｗｉ－Ｆｉ環境整備（930万円）

幼稚園ＩＣＴ環境整備（290万円）

教育

放課後児童クラブ運営支援（2,726万円）

放課後児童クラブ運営支援（8,301万円）

放課後児童クラブ感染防止対策・ＩＣＴ環境整備（4,793万円）
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（517万円）

放課後児童クラブ感染防止対策・ＩＣＴ環境整備（3,513万円）
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（1,716万円）

臨時スクールバス運行（84万円）
夏季休業期間中等の授業に必要となる空調稼働（4,118万円）
修学旅行支援（174万円）
不登校対策推進事業（36万円）

修学旅行支援（105万円）

就学援助世帯物価高騰対策支援金（4,140万円）

幼稚園、小・中学校等再開のための消毒液購入（116万円）

学校感染防止対策（9,733万円）
幼稚園感染防止対策（906万円）
放課後子供教室の再開に伴うスタートアップ支援（54万円）
学校施設等空調設備改修（5,512万円）
学校施設等トイレ洋式化改修（9,408万円）
図書館書籍消毒機導入（1,004万円）
幼稚園網戸設置（30万円）

学校感染防止対策（8,100万円）
幼稚園感染防止対策（220万円）
三重短期大学附属図書館閉館時返却等ポスト設置（10万円）
学校施設等空調設備改修（8,712万円）
学校施設等トイレ洋式化改修（3,132万円）

学校感染防止対策（8,235万円）
幼稚園感染防止対策（323万円）
学校給食室調理場手洗い改修（323万円）
学校施設等空調設備改修（1億8,050万円）
学校施設等トイレ洋式化改修（1,858万円）

学校施設等空調設備改修（2,265万円）

三重短期大学学生支援（120万円）

R2

R3

R2

R3

R2

R2

R2

◆教育ＤＸの推進（10億5,803万円）

◆教育施設の感染防止対策（7億7,991万円）

◆子どもたちの学びの保障（8,657万円）

◆放課後児童クラブの感染防止対策等（2億1,566万円）

◆三重短期大学学生への支援（120万円）

１－（９）－⑤ 津市のコロナ・物価高騰対策の全体像④１.総合計画・企画

R3

◆臨時休業等に伴う家計支援等（6,788万円）

R2 学校給食会計支援（1,222万円）
準要保護世帯特別援助（1,856万円）
臨時休業・出席停止措置に伴う家計特別支援金等（592万円）
幼稚園かかり増し経費支援（84万円）

臨時休業・出席停止措置に伴う家計特別支援金（462万円）
幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業（83万円）

臨時休業・出席停止措置に伴う家計特別支援金（2,169万円）
幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業（320万円）

R4

R3

R4

R4

22.1億円

R4

R4

R5

R3

R1

R1
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事業者支援

三重県新型コロナウイルス感染症
拡大阻止協力金（3億6,872万円）

飲食事業者事業展開支援金（125万円）
観光・イベント事業維持支援金（255万円）
スポーツ施設事業継続支援金（1億300万円）
市民活動・産業・観光施設事業継続支援金（119万円）

飲食事業者等事業継続支援金（3,980万円）
飲食・観光事業者等事業継続支援金（5,520万円）
三重とこわか国体中止に伴う

津市事業者緊急支援金（1,191万円）
感染防止対策認証施設事業継続支援金（4,990万円）
農業経営収入保険加入支援（611万円）

感染防止対策認証取得促進事業継続支援金（1,080万円）
農業経営収入保険加入支援（669万円）
小規模企業者原油価格高騰対策

事業継続支援金（4,775万円）
中小企業エネルギー価格高騰対策

事業継続支援金（1億3,261万円）
障害者支援施設・介護保険施設等運営支援金（2,081万円）
障害福祉サービス・介護保険サービス等事業者

原油価格高騰対策事業継続支援金（1,014万円）
肥料価格高騰農業者支援金（300万円）
肥料価格高騰対策支援金（196万円）
畜産事業者事業継続支援金（450万円）
食肉公社エネルギー価格高騰対策支援金（340万円）
エネルギー価格高騰対策支援金
スポーツ施設（1,814万円）
医療機関等（4,769万円）
児童館（79万円）
保育施設（1,726万円）
榊原温泉湯の瀬（304万円）
放課後児童クラブ（207万円）
給食調理事業者（629万円）

農業経営収入保険加入支援（764万円）
肥料価格高騰農業者支援金（200万円）
肥料価格高騰対策支援金（1,816万円）

津市事業継続支援金（2,480万円）

中小企業振興事業補助金（コロナ枠）（50万円）
緊急事態宣言発令に伴う津市事業者緊急支援金（2,343万円）

中小企業振興事業補助金（コロナ枠）（60万円）

プレミアム付商品券発行（19億7,960万円）
津がんばるマルシェ（592万円）
久居版津がんばるマルシェ（15万円）

がんばる事業者応援プロジェクト（684万円）

プレミアム付デジタル商品券発行（4億7,691万円）
津がんばる事業者情報発信支援・相談拠点設置等（1,199万円）
久居版津がんばるマルシェ（9万円）

久居版津がんばるマルシェ（5万円）

R2 R2

R3

◆全ての業種を対象とした支援（4,933万円）

R3

◆特に影響が大きい事業者への支援（10億437万円）

１－（９）－⑥ 津市のコロナ・物価高騰対策の全体像⑤１.総合計画・企画

◆店舗等への支援（24億8,155万円）

R2

R3

R4

R4
R4

36.7億円

R5

R5

25

◆地域公共交通事業者への支援（1億3,150万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（1,871万円）
産業・スポーツセンター路線バス運行継続支援金（280万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（2,771万円）
地域鉄道運行事業者運行継続支援事業負担金（269万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金（4,372万円）
高速船運航事業者運航継続支援事業補助金

（原油価格高騰対策）（1,380万円）
地域鉄道運行事業者運行継続支援事業負担金（710万円）
路線バス運行事業者燃油価格高騰対策支援金（387万円）

高速船運航事業者運航継続支援事業補助金
（原油価格高騰対策）（1,110万円）

R2

R4

R3

R5
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生活支援

子育て世帯への臨時特別給付金（3億4,194万円）
ひとり親世帯への臨時特別給付金（3億4,457万円）

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（2億8,184万円）

子育て世帯等臨時特別給付金（38億6,461万円）

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（2億8,065万円）

子育て世帯等臨時特別給付金（5,943万円）
子育て家庭物価高騰対策支援金（5億1,119万円） 住居確保給付金（936万円）

放課後等デイサービス支援（53万円）

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金（2,709万円）

住民税非課税世帯等臨時特別給付金（25億6,509万円）
生理用品無償配布（58万円）

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金（1,855万円）

住民税非課税世帯臨時特別給付金（5億3,388万円）
電力・ガス・食料品等

価格高騰緊急支援給付金（17億9,837万円）
住民税均等割のみ課税世帯等

生活応援給付金（1億5,323万円）
自治会防犯灯電気料金高騰対策支援金（823万円）

民生委員・児童委員の非接触型活動支援（400万円）
社会福祉協議会支援（150万円）

コロナ禍における在宅介護予防（58万円）

R2

R2

R3

R3

R3

◆給食費無償化等（5億5,871万円）

◆外国籍住民への生活支援（129万円）

◆市民活動の維持・継承（1,734万円）

住民が主体となった通いの場の再開に伴う
スタートアップ支援（367万円）

文化芸術活動等支援事業補助金（199万円）

文化芸術活動等支援事業補助金（452万円）
津まつり文化継承事業（95万円）
久居まつり文化継承事業（102万円）
市民活動団体活動促進事業（33万円）

文化芸術活動等支援事業補助金（486万円）

R2

◆市民福祉の確保（608万円）

◆市民の日常生活の確保（51億1,491万円）

R3

自立支援強化のための多言語翻訳機導入（6万円）

外国人住民向け専門相談会（47万円）
多言語翻訳機導入（5万円）

外国人住民向け専門相談会（47万円）
ウクライナ避難民支援（24万円）

R2

給食費３か月分無償化等（4億4,065万円）

保育施設給食物価高騰支援（1,383万円）
学校等給食物価高騰対策支援金（3,591万円）

保育施設給食物価高騰支援金（1,516万円）
学校等給食物価高騰対策支援金（5,316万円）

１－（９）－⑦ 津市のコロナ・物価高騰対策の全体像⑥１.総合計画・企画
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◆子育て・ひとり親世帯への家計支援（56億8,423万円）

R2

R4
R4

R4

113.8億円

R4

R4

R5

R3

R2
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１－（９）－⑧ コロナ禍における津市の生活者・事業者支援１.総合計画・企画

令和４年８月１日号 広報津より
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令和４年８月１日号 広報津より

１－（９）－⑨ 【市長コラム】 スピード重視の物価高騰対策１.総合計画・企画



T s u C i t y

◆前回（平成21年時）の給付金事
務での課題を調査・研究し、申請書
を津市独自の様式に
◆オンライン申請の見切り（郵送申
請を推奨）

R2.4.16 国が給付金の支給を発表
R2.4.22 １２名の職員を配置し、給付作業工程に係る準備を開始
R2.5.1    新型コロナウイルス感染症対策（特別定額給付金関係）R２年度津市一般会計補正予算（第２号）の可決

１－（９）－⑩ 特別定額給付金①１.総合計画・企画

スタート
ダッシュ

県内最速

早期給付の工夫

専門チーム
早期立ち上げ

【電算会社】
給付業務に必要な印字システムを
約2週間前倒しで構築（県内最速
（5.10）で申請書の発送が可能に）

【三重県印刷工業組合 津支部】
申請書に同封する「返信用封筒」
及び「特別定額給付金申請書記載
要領」を1日で印刷

【郵便局】
5.10夕方、全申請書約12万6千通
のうち第1便となる約2万通の大量
発送を受け入れてくれ、最も早い世
帯では翌日の5.11に申請書送達

【銀行（指定金融機関）】
給付金の振込作業を毎日（土・日
除く）とし、振込データを渡した翌日
には申請者に振込

作業の進捗状況に合わせて、各部
局からフレキシブルな事務応援体制
を構築（膨大な事務処理を停滞させ
ない体制）

●R2.5.11 特別定額給付金等推
進室での給付作業に係る各業務の
現場担当責任者として辞令発令15
名
●R2.5.13～5.29 開封整理、内
容点検、データ入力など各業務の応
援
・会計年度任用職員
最大時 107名

・業務応援職員（勤務時間内）
最大時 41名

・業務応援職員（夜間・土・日）
最大時 65名

●市民生活相談案内窓口での給付
金に係る受付 8名

◆専門職員の活躍（本市職員専任の
コールセンターの設置、外国語通訳の
配置、児童養護施設・ 医療施設等
への訪問）
◆市長Facebookでリアルタイムに情
報発信 等

職員の
総動員

地元企業・
郵便局・銀
行の協力

申請方法
の割り切り

専門職員の
活躍・情報

発信
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１－（９）－⑪ 特別定額給付金②１.総合計画・企画

【早期給付の実現】津市の特別定額給付金給付率の推移

申
請
書
の
発
行

5/10

（県
内
最
速
）

8/12

申請〆切

５月１１日の振込開始日から
３週間後の６月１日には
給付率が８４．１１％に！

振込開始

３週間

給付対象件数

【世帯数】１２万７，０８６世帯 【人口】２７万７，２１１人
最終実績値

９９．５２％

5/11 6/1

８４．１１％
３か月（申請期間）

全国自治体の給付率３０．２％
（R２.６.５時点、総務省）

※R2 6/27 日本経済新聞より

さいたま市 3.1％

京都市 3.1％

大阪市 3.1％

千葉市 3.6％

静岡市 3.8％

津市 96.1％

山口市 94.0％

青森市 94.0％

熊本市 94.0％

前橋市 93.8％

（注）6月中旬時点

支給率は地域間格差が大きい

支給率が低い自治体

支給率が高い自治体

津市は・・・

（R2年）

※全国自治体の
給付率98.5%

（R２.８.２１日時点、
総務省）
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T s u C i t y
１－（９）－⑫ 【市長コラム】 「特別定額給付金」を一刻も早くお届けします１.総合計画・企画
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令和２年６月１日号 広報津より



T s u C i t y

１－（９）－⑬ 新型コロナウイルスワクチン接種①１.総合計画・企画

集団接種（常設型・巡回型）と個別
接種の併用

※（）内予約開始時期

独居・老老世帯高齢者の
送迎による接種

64歳以下の一般接種を高齢者施
設の従事者から開始

津市独自の判断による子どもと接
する従事者への優先接種

●集団接種
 常設型（5/1～）：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ、

ｲｵﾝﾓｰﾙ津南〔9月末まで〕、
久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

 巡回型（6/14～）：公共施設
（県立一志病院、美杉総合支所）

 三重中央医療ｾﾝﾀｰ（6/7～）
 【県実施】三重大学三翠ﾎｰﾙ

（6/7～）
●個別接種
 接種協力医療機関（5/12～）：

135か所〔11/30時点〕

●ﾜｸﾁﾝ接種が困難な独居および
老老世帯高齢者に対し、送迎に
よる介護老人保健施設での接種
を実施

●受付：6/8～7/31
●定員：先着300人

●集団接種・個別接種とは別枠で
実施

●受付：6/18～
●国が示した接種順位①医療従事

者、②高齢者、③基礎疾患を有
する者、高齢者施設等の従事者
に加え、④津市独自の裁量で64
歳以下の障がい者施設等の入所
者、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等の居宅ｻｰﾋﾞｽ、
訪問系ｻｰﾋﾞｽ従事者にも接種を
実施

●国が示した接種順位①～③、津
市独自の裁量④に加え、⑤子ど
もと接する従事者にも接種を実施

●対象者向けに別枠の特設会場
を設置

●特設会場
三重中央医療ｾﾝﾀｰ、永井病院、
フェニックス検診ｸﾘﾆｯｸ、介護老
人保健施設ﾛﾏﾝ・いこいの森

12歳以上64歳以下の方への
一般接種（対象となる市民約16万

6,800人⇒高齢者の約2倍）

●7/1からの接種券発送に先立ち、
予約を含めた接種体制を見直し

 予約枠の2割増
 歯科医師の参加による接種体

制強化
 ｽﾑｰｽﾞな動線確保を含む会場ﾚ

ｲｱｳﾄ見直し
 直接予約の個別接種について

津市HPに接種協力医療機関の
ﾘｽﾄを掲載

●基礎疾患を有し入院・通院中の
方々（約1万3,000人）に先行接種

 7/2から2週間をかかりつけ医等
で優先予約

●基礎疾患を有する人以外の優
先予約期間を7/16から開始

 集団・個別接種ともに年齢区分
ごとに順次受付

 8/25から12歳以上のすべての
人が接種予約可能に

（受付終了）妊婦への優先接種

●妊娠中の人とその夫またはﾊﾟｰﾄ
ﾅｰに優先接種を実施

●会場：三重中央医療ｾﾝﾀｰ
●予約枠：1,800人分（425人申込）

（受付終了）小・中・高校生向け
優先接種

●妊婦への優先接種の予約枠残
で小・中・高校生向け優先接種

●予約枠：1,375人

10月から土曜日の集団接種を
21時まで延長（11/6まで）

県による武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●予約枠：4,200人
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健康づくり課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室

R3.1.8 健康づくり課に３名増員
2.8    新型コロナウイルスワクチン接種推進室設置《１１名体制》
4.26 ４名増員（業務応援）
6.7 ９名増員（4/26付業務応援職員2名含む） 《２０名体制》

10.1 ４名増員《２４名体制》

新型コロナウイルス
ワクチン接種を
着実かつ迅速に

推進‼

健康づくり課に「新型コロナウイルスワクチン接種推進室」を設置【令和３年２月８日付】

推進体制の
整備経過

初回接種（１、２回目）に向けた取組

R4.3/14 小児（5～11歳）接種開始
3/9接種券発送

R4.11/14 乳幼児(6か月～4歳)
接種開始、接種券は

11/4～事前発送、11/25一斉発送



T s u C i t y
１－（９）－⑭ 新型コロナウイルスワクチン接種②１.総合計画・企画
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（初回接種）（初回接種）
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土曜日の集団接種を
21時まで延長

●土曜日の集団接種を、18時15分
～21時まで延長

 津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ R4.3/12・19
 久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内3/12・19・26

R4.3/25 12歳から17歳も
追加接種の対象に（ﾌｧｲｻﾞｰﾜｸﾁﾝ）

●4/18 接種券発送（約6,000通）
●接種協力医療機関で個別接種

開始
●5/28、8/27 優先接種（集団）

１－（９）－⑮ 新型コロナウイルスワクチン接種③１.総合計画・企画

初回接種完了から6か月経過した
医療従事者から追加接種開始

初回接種完了から6か月経過した
高齢者施設等入所者及び従事者

に追加接種を開始

●勤務先での接種
 4機関（三重病院等） 12/9～

計4,450人程度
 市内その他の医療機関R4.1月

～
●集団接種特設会場

日程：1/8・9・15【ﾌｧｲｻﾞｰ】、1/29
【ﾓﾃﾞﾙﾅ】

会場：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ
久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

●集団・個別接種とは別枠で実施
●R4.1/6～：介護老人保健施設で

追加接種開始【ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●2/1～：その他の高齢者施設で

追加接種開始【ﾓﾃﾞﾙﾅ】

3回目接種完了から5か月経過した
対象者から4回目接種開始

3回目接種を完了した
対象者に順次接種券を発送

●対象：3回目接種から5か月経過
した①または②に該当する人

①60歳以上
②18歳から59歳で基礎疾患のある
人、医療・高齢者施設等従事者等
●接種券発送：5/27～

①接種日に応じて順次発送
②申し込み受付後、順次発送

希望する市民への初回接種（1回目・2回目）を令和3年11月末に完了

追加接種（３回目・４回目）に向けた取組

初回接種完了から一定期間経過し
た市民の追加接種を実施

●集団接種
 常設型（R4.2/6～）：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚ

ｽ、久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内
 巡回型（3/13）：美杉総合支所
【ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●個別接種
 接種協力医療機関（2/1～）
【ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●2/9以降予約枠に空きがあれば
全市民が6か月経過で接種可能に

初回接種を完了した18歳以上の
対象者に順次接種券を発送

●医療従事者 11/26～順次
●その他の方 R4.1/20～順次
●接種券発送を前倒し
 高齢者：7か月経過→6か月経過
 一般：8か月経過→7か月経過

●接種券発送を再度前倒し
 一般：7か月経過→6か月経過
●接種券発送を再度前倒し
 高齢者・一般：6か月経過

→5か月経過

●集団接種
 常設型（7/16～） ：津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽ、

久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内
 巡回型（8/28）：美杉総合支所
【ﾓﾃﾞﾙﾅ】
●個別接種
 接種協力医療機関（5/30～）
【ﾌｧｲｻﾞｰ、ﾓﾃﾞﾙﾅ】

県による武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●日程：7/9・16、9/17
●予約枠：各日700人

３回目接種（R3.11.26～） ４回目接種（R4.5.27～）

R4.6月～武田社ﾜｸﾁﾝ（ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ）
接種開始（初回・3回目）

●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種
ｾﾝﾀｰ、市内接種協力医療機関
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県による武田/ﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●日程：R4.1/30、2/5・6・26・27、

3/5・6、4/29
●予約枠：5,700人

小児（5～11歳）への追加接種開始

●R4.9/12 接種券発送（前回接種
から5か月経過後）

●接種協力医療機関で個別接種
開始



T s u C i t y

県によるﾓﾃﾞﾙﾅ集団接種

●会場：ﾂｯｷｰﾄﾞｰﾑ（ﾎﾞｰﾄﾚｰｽ津）
●日程：10/1・22、11/26、12/10・

18、1/14、2/11
●予約枠：3,900人

１－（９）－⑯ 新型コロナウイルスワクチン接種④１.総合計画・企画

武田社ワクチン（ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ）が令和
4年秋開始接種の対象に

●11/8以降、初回接種を終えた18
歳以上を対象に3・4・5回目のい
ずれかで1回接種可能に

●接種間隔：前回の接種から3カ月
以上経過後

●会場：三重県新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種
ｾﾝﾀｰ、市内接種協力医療機関

令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチン）の開始

オミクロン株対応ワクチン（３回目・４回目・５回目）接種に向けた取り組み（R4.10.1～）

集団接種（常設型・巡回型）と
個別接種の併用

●接種間隔：前回の接種から5カ月
以上経過後
→10/21～3か月に短縮

●接種対象：【9月時点】4回目未接
種者（60歳以上、18歳以上で基
礎疾患を有する人等
→【9/29】12歳以上の全ての人
に接種対象を拡大、接種券発送

●集団接種
 常設型（10/1～3/11）：津ｾﾝ

ﾀｰﾊﾟﾚｽ、久居ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内
【10/1～ﾓﾃﾞﾙﾅBA.1、12/8,10,
11ﾌｧｲｻﾞｰBA.4/5、12/15～ﾓ
ﾃﾞﾙﾅBA.4/5、2/18～ﾌｧｲｻﾞｰ
BA.4/5 】

 巡回型（12/11）：美杉総合支
所【ﾌｧｲｻﾞｰBA.4/5】

●個別接種
 接種協力医療機関（10/11～）

：145か所【10/11～ﾌｧｲｻﾞｰBA
.1、11/14～ﾌｧｲｻﾞｰBA4/5】

ワクチンの種類

接種間隔

接種対象

オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザーBA.1、BA.4/5、モデルナBA.1、BA.4/5）、武田社ワクチン（ノババックス）

前回の接種から３か月以上 ※ノババックスは6か月以上

１２歳以上で３・４・５回目いずれかの接種がまだ済んでいない人 ※接種は１人１回、ノババックスは１８歳以上
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• 年内で国からのワクチン供給が終了
予定

• 初回接種が未接種で、オミクロン株対
応ワクチン接種を希望する場合は、年
内に接種する必要がある

• 予防接種法上の特例臨時接種の接
種実施期間は令和５年３月３１日まで

• 年末年始の感染拡大防止も踏まえ、年
内の接種完了に向けた取り組みを推進

• 今後の接種の在り方について検討中



T s u C i t y

１－（９）－⑰ 【市長コラム】 正念場を迎えたワクチン接種１.総合計画・企画

令和３年８月１日号 広報津より
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１－（９）－⑱ 【市長コラム】 今、ワクチンは足りているのか１.総合計画・企画

令和３年１０月１日号 広報津より
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令和４年７月２１日（木）～１０月１１日（火）

津市在住を問わず購入可

７月１９日（火）～８月９日（火）

一人あたり１万円
（額面１万２千円分）購入限度額

販売期間

購入対象者

使用期間

第１期販売 第２期販売

ユーザー登録
開始

７月１２日（火）
午前１０時～

商品券販売開始
（第１期）

７月１９日（火）
午前１０時～

商品券使用開始

７月２１日（木）
午前１０時～

商品券販売開始
（第２期）

８月１０日（水）
午前１０時～

事業者にデジタル決済への取組を推進し、消費者に消費行動を促し、
市内経済を活性化させるためにプレミアム付デジタル商品券を発行

小売店、飲食店、サービス業、旅館・ホテル、大型商業施設など市内１，２５３店舗
で２０億３千８４３万円が使用される。（使用率９９．９２％）

使用実績

１－（10）－① 津市プレミアム付デジタル商品券１.総合計画・企画

一人あたり６万円 ※第１期と合算

（額面７万２千円分）

発行総額 ２０億４千万円（プレミアム分３億４千万を含む）

８月１０日（水）～９月１６日（金）
（販売終了）



T s u C i t y

39

令和４年７月１日号 広報津より

１－（10）－② 【市長コラム】 デジタル商品券が可能にすること１.総合計画・企画


