
商品券取扱店を募集中
令和２年８月１５日から購入申込開始

令和２年７月２０日

津市プレミアム付商品券



津市プレミアム付商品券の概要

対 象 店 舗 津市内の商品券取扱店（小売店、飲食店、サービス業、旅館・ホテル、大型商業施設、百貨店など）

対 象 商 品 商品代や飲食代、各種サービス料

販売額及び券種
１冊７，０００円分の商品券を５，０００円で販売
１枚１，０００円×７枚綴り

プレミアム率 ４０％

発 行 冊 数 ２８万冊 （１９６万枚）
発行総額及び経済効果 １９億６，０００万円

（上記のうちプレミアム分） （５億６，０００万円）

商品券使用期間 令和２年１０月１日（木）～令和２年１２月３１日（木）

購 入 対 象 者 津市民（津市に住んでいる人） 発 行 主 体 津市

消費喚起の趣旨にそぐわない、公共料金、金券、事業仕入や
資産性の高いもの、たばこ、公序良俗に反するもの等は対象外

目 的
新型コロナウイルスの感染拡大により深刻な影響を受けている市内の店舗
及び市民生活を応援するとともに、津市内の消費の拡大と地域経済を活

性化するために津市プレミアム付商品券を発行します。



７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

店舗募集

購入申込

購入引換券送付

商品券販売

使用期間

７/１５～１２/１８

８/１５～８/３１

１０/１～１２/３１

１０/１～１１/３０

９/２３～９/３０

津市プレミアム付商品券の全体スケジュール

第１次締切



津市プレミアム付商品券取扱店募集

令和２年７月１５日 から 令和２年８月３１日 まで
上記期間までに登録されたお店で一覧表（冊子）を作成
（最終の登録期限は令和２年１２月１８日 ）

申込期限
（第１次締切）

津市内において、小売店、飲食店、サービス業、旅館・ホテル、
大型商業施設、百貨店などを営む店舗
消費喚起の趣旨にそぐわない、公共料金、金券、事業仕入や資産性の高いもの、
たばこ、公序良俗に反するもの等については商品券の利用は不可

対 象

手 数 料

月

金

水

無料 （登録手数料・換金手数料など一切無料）

登録申込書に必要事項を記入し、
ＦＡＸ（059-229-3499 津市プレミアム付商品券推進室宛）で送付
または津市ホームページ（申込ページ）から申し込み
津市内に複数の店舗がある場合は店舗ごとに提出が必要

申込方法

詳細については、津市ホームページをご確認ください。
（URL: https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1557705828497/index.html）

たくさんの
申し込みを
待ってます！

津市ホームページ



津市プレミアム付商品券取扱店の換金までの流れ
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 注意事項など

店舗募集

説明会の開催通知

説明会の開催

商品券の取扱期間

商品券の換金期間

７/１５～１２/１８

８/１７～８/３１

１０/１～１/２７

１０/１～１２/３１

９/７～９/１８

８/３１：第１次締切

✅ ８月３１日（月）までに登録された

お店を、取扱店一覧表に印刷し、
商品券販売時にお渡しします。

✅ 開催通知は、ＦＡＸ又はＥメール

でご案内します。

✅ 津・久居・安濃・白山地域で開催
✅ マニュアル、ステッカーや、商品券

の換金伝票等をお渡しします。

✅ 商品券の偽造など、疑わしいと

感じた場合は、受取拒否の他、
警察や津市へご連絡ください。

※説明会は、取扱店登録をした店舗が対象です。
説明会開催以降に取扱店登録をした店舗には、説明会と同じ内容を、津市ホームページで動画配信する予定です。

１回の換金が

３千枚未満

１回の換金が

３千枚以上

金融機関へ直接持参
（月２回まで）

津市へ直接持参
（事前に電話連絡）



購入引換券（返信はがき）到着後

９月下旬

往復はがき

申込方法等

購入引換券(返信はがき)の到着

往復はがき
で申し込み

購入引換券
（返信はがき）
の到着

郵便局で
商品券を
購入

商品券で
お買いもの

申込方法

申込期間

８月１５日 ～８月３１日

津市民全員が最低１冊を購入可。
予約申込の状況によって、
１人当たりの販売冊数を調整

引換販売期間

１０月１日 ～ １１月３０日

引換販売場所

市内の郵便局 合計５５局 （予定）
（簡易郵便局を除く）

商品券引換時に持参するもの

購入引換券（返信はがき）、購入代金

購入引換券がない場合、商品券の購入は不可

消印有効

津市プレミアム付商品券の申し込み・購入方法

月

９月下旬頃

木 月

土

８/３１(月)迄
消印有効

複数冊数を
希望した人へ
販売冊数を追加 ９月下旬 １０月１日（木）～１１月３０日（月）

１０月１日（木）～
１２月３１日(木)

１冊を希望した人
（1冊確定）



地域 販売場所

芸濃
（２箇所）

明郵便局

椋本郵便局

美里
（３箇所）

美里郵便局

高宮郵便局

辰水郵便局

安濃
（３箇所）

安濃郵便局

草生郵便局

曽根郵便局

香良洲
（１箇所）

香良洲郵便局

一志
（２箇所）

一志郵便局

一志波瀬郵便局

白山
（４箇所）

白山郵便局

家城郵便局

白山川口郵便局

八ツ山郵便局

津市プレミアム付商品券の購入場所
地域 販売場所

美杉
（６箇所）

美杉郵便局

奥津郵便局

上多気郵便局

下之川郵便局

竹原郵便局

太郎生郵便局

地域 販売場所

津

津豊が丘郵便局

津博多郵便局

津藤枝郵便局

津緑の街郵便局

津南が丘郵便局

津南郵便局

津柳山郵便局

三重県庁内郵便局

三重大学内郵便局

久居
（５箇所）

久居郵便局

榊原温泉郵便局

七栗郵便局

久居新町郵便局

久居戸木郵便局

河芸
（３箇所）

河芸郵便局

河芸千里ヶ丘郵便局

黒田郵便局

地域 販売場所

津
（26箇所）

津中央郵便局

一身田郵便局

白塚郵便局

高野尾郵便局

津岩田郵便局

津駅前郵便局

津乙部郵便局

津片田郵便局

津上浜郵便局

津観音寺郵便局

津橋南郵便局

津櫛形郵便局

津小川郵便局

津城山郵便局

津新町郵便局

津高茶屋郵便局

津塔世橋郵便局

商品券は、

市内１０地域、

簡易郵便局を除く

合計５５箇所の

郵便局窓口にて、

ご購入いただけるよう

調整を進めています。



津
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
推
進
室

宛

往信

この面には何も
記入しないでください。

返信

あ
な
た
の
住
所

（
津
市
の
住
所
に
限
る
）

あ
な
た
の
氏
名

様

① 希望購入冊数

② 住 所
（津市の住所に限る）

③ 氏 名

④ ふりがな

⑤ 生年月日（和暦）
（例：昭和●●年●●月●●日）

⑥ 電話番号

⑦ 購入する郵便局

往信（表面） 返信（裏面） 返信（表面） 往信（裏面）

✅ 応募は１人１通限り。 ※往復はがきの購入代金は、申込者のご負担となります。
✅ １人当たり最低１冊を購入可（１冊または複数冊、いずれかを記入）
✅ 同一人から複数の応募があった場合は１通のみ有効
✅ 往復はがき往信（裏面）①の希望購入冊数が未記入の場合は、1冊希望とみなします。

往復はがき
記載例

津市プレミアム付商品券の申し込み方法（往復はがきの書き方）

⑦ 購入する郵便局

いずれかを記入

〒 －

津
中
央
郵
便
局
留

〒 －５ １ ４ ８ ７ ９ ９

１冊 複数冊

●●● ●● ●●

以下の記載例を参考に、往復はがきを記入してください。



津市プレミアム付商品券の４つの特徴

特徴①

H27に発行された
県内他市の商品券事業も含め、
過去最多の発行冊数（２８万冊）
により、多くの方が購入可能

（Ｒ２県内最大の経済効果１９億６，０００万円）

本市のＨ27商品券事業の
プレミアム率（２０％）を超える、

本市最大のプレミアム率（４０％）で、
お得にお買物が可能

県内最多の発行冊数 特徴②

特徴④特徴③

過去最高のプレミアム率

１人当たり最低１冊購入可能

津市民全員が最低１冊を購入可能。
複数冊数を希望された方は、
予約申込の状況によって、
１人当たりの販売冊数を追加

大型店と中小店を区別することなく、
商品券の券種を共通券とすることで、
登録された全ての店舗で使用可能

使いやすい全店舗共通券



津市プレミアム付商品券の販売冊数調整について
購入申込冊数が販売冊数（２８万冊）に達しなかった場合、購入できる冊数を調整

販売冊数２８万冊のうち、購入申込者数が１７万人の場合
（うち１冊の希望者８万人、複数冊の希望者９万人）

購入申込状況

２０万冊

１冊を希望
＝８万人

複数冊を希望
＝９万人

８万冊
（１人１冊）

調整後の配布冊数

７万人
１４万冊
（１人２冊）２万人

６万冊
（１人３冊）

複数冊を希望した
９万人で、

２０万冊を配分 １冊を希望
＝８万人
８万冊
（１人１冊）

複数冊を希望
＝９万人

※複数冊を希望した人のうち、２冊または３冊のいずれになるかは抽選により決定

２０万冊÷複数冊の希望者９万人
≒２．２ ➡ １人当たり２冊～３冊

冊数調整の計算式

【例】



津市プレミアム付商品券推進室

津市プレミアム付商品券発行事業 問い合わせ先

たくさんの
申し込みを待ってます！

平日９時～１７時（土・日・祝日を除く）

TEL 059-229-3315

商品券全般に係る問い合わせ

FAX 059-229-3499

取扱店登録に係る申し込み先

津市ホームページ（申込ページ）
https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1557705828497/index.html



ひとり親世帯臨時特別給付金

7月30日から給付開始

令和２年７月２０日

新型コロナウイルス感染症対策事業



ひとり親世帯臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひと
り親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負
担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を早期に支給する。

目 的

対象者

①児童扶養手当受給者 （基本給付1,825世帯（通知済） 追加給付見込1,500世帯）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、
児童扶養手当の対象となる水準に下がった人

公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない人
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る

令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている人

②公的年金等受給者 （基本給付見込 160世帯 追加給付見込 120世帯）

③家計急変者 （基本給付見込 300世帯 追加給付 なし）



ひとり親世帯臨時特別給付金の給付額

ひとり親世帯臨時特別給付金は、基本給付 と追加給付 の２種類があります。

基 本 給 付 追 加 給 付

内 容
児童扶養手当受給世帯等への
給付

収入が減少した児童扶養手当
受給世帯等への給付
（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が大きく減少している
との申出があった人）

給 付 額
１世帯当たり ５万円
第２子以降１人につき ３万円

１世帯当たり ５万円

対象者

①児童扶養手当受給者

②公的年金等受給者

③家計急変者

①児童扶養手当受給者

②公的年金等受給者



申請・給付時期

①児童扶養手当受給者 ②公的年金等受給者 ③家計急変者

申 請 申 請 不 要
申請が必要

（受付期間 ８月３日から令和３年３月１日まで）

給付時期 ７月３０日に給付 申請内容を確認し、９月１５日以降、速やかに給付

給付額 １世帯当たり ５万円 第２子以降１人につき ３万円

基
本
給
付

①児童扶養手当受給者 ②公的年金等受給者 ③家計急変者

申 請
申請が必要

（受付期間 ８月３日から令和３年３月１日まで）

追加給付はありません。給付時期 申請内容を確認し、９月１５日以降、速やかに給付

給付額 １世帯あたり ５万円

追
加
給
付



への基本給付

②子育て世帯への臨時特別給付金給付金支給の流れ１ （基本給付①）

市から令和２年６月分の児童扶養手当受給者(1,825世帯)へ
案内文書を送付しました。

受給者から申請の手続きは一切不要です。

児童扶養手当を受給している口座へ、ひとり親世帯臨時特別給
付金を振り込みます。
（１世帯当たり ５万円 第２子以降１人につき ３万円）

市から支給日をお知らせする通知を送付します。

７月３日

７月下旬

７月３０日

※給付を希望しない場合は、７月１７日までに受給拒否の届出書を提出。

①児童扶養手当受給者



申請書等は、本日から、こども支援課・
各総合支所で配布します。また、市ホーム
ページからダウンロードすることができます。

への基本給付

②子育て世帯への臨時特別給付金給付金支給の流れ２ （基本給付②③）

こども支援課又は各総合支所
市民福祉課（福祉課）にて
申請の受付を開始します。

ご希望の口座へ、ひとり親世帯臨時特別給付金を振り込みます。
（１世帯当たり ５万円 第２子以降１人につき ３万円）

市から支給日をお知らせする通知を送付します。

８月３日
から

令和３年

３月1日
まで

９月初旬

９月１５日

※第１回支払スケジュール

※ 以降、申請から概ね2週間から4週間程度で指定口座に振り込みます。

②公的年金等受給者 ③家計急変者

①申請書（請求書）
・申請者・請求者本人確認書類の写し
・振込口座を確認できる書類の写し
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

（戸籍謄本または抄本等）
⓶簡易な収入（所得）見込額の申立書
・収入（所得）を証明する書類（給与明細書等）

申請に必要な書類



申請書等は、本日から、こども支援課・各総合支所で
配布します。また、市ホームページからダウンロードするこ
とができます。

への追加給付

②子育て世帯への臨時特別給付金給付金支給の流れ３ （追加給付）

こども支援課又は各総合支所
市民福祉課（福祉課）にて
申請の受付を開始します。

児童扶養手当を受給している口座、又はご希望の口座へ、ひとり親世帯臨時
特別給付金を振り込みます。 （１世帯当たり ５万円）

市から支給日をお知らせする通知を送付します。９月初旬

９月１５日

※第１回支払スケジュール

②公的年金等受給者①児童扶養手当受給者

※ 以降、申請から概ね2週間から4週間程度で指定口座に振り込みます。

②公的年金等受給者の方

①児童扶養手当受給者の方
申請書等は、７月末に送付する児童扶養手当現況届
の案内にあわせて送付します。

①申請書（請求書）

申請に必要な書類
８月３日

から

令和3年

３月1日
まで



問い合わせ窓口

お問い合わせ先
津市健康福祉部こども支援課
電 話 ０５９-２２９-３１５５
ファクス ０５９-２２９-３４５１

問い合わせ窓口

「ひとり親世帯臨時特別給付金｣ の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な

電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専

用電話(#9110)）にご連絡ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金の受付事務は

津リージョンプラザ３階（第７会議室）
こども支援課臨時特別給付金窓口で行います。



子育て世帯家計支援金

申請・交付状況

令和２年７月２０日

新型コロナウイルス感染症対策事業



子育て世帯家計支援金の申請書発送状況

対象児童 支援金額 発送件数

①私立小学校３校、県立学校（小学部）７校、
国立小学校３校に在籍する児童

１２，９００円 ８５０件

②私立中学校２０校、県立学校（中学部）７校、
国立中学校２校に在籍する生徒

１４，４００円 １，０５４件

③市立幼稚園（給食未実施園）１２園、県立学
校（幼稚部）１園、私立・国立幼稚園１４園に在籍
する児童

１２，０００円

１，４８１件

④保育所４４園、認定こども園２０園（公立・私
立）に在園する児童

６，９９７件

⑤認可外保育施設を利用する児童・未就園児 ４，００９件

計 １４，３９１件
※①～④は令和２年６月１日、⑤は同月１５日に発送済



対象児童 発送件数 申請件数 申請率 交付件数 交付率

①私立小学校、県立学校（小学
部）、国立小学校に在籍する児童 ８５０ ７４８ ８８．０ ６８６ ８０．７

②私立中学校、県立学校（中学
部）、国立中学校に在籍する生徒 １，０５４ ９２１ ８７．４ ８６４ ８２．０

③市立幼稚園（給食未実施園）、県
立学校（幼稚部）、私立・国立幼稚園
に在籍する児童

１，４８１ １，３５１ ９１．２ １，２６３ ８５．３

④保育所、認定こども園（公
立・私立）に在園する児童 ６，９９７ ６，４６２ ９２．４ ６，１４６ ８７．８

⑤認可外保育施設を利用する
児童・未就園児 ４，００９ ３，２６４ ８１．４ ２，７４９ ６８．６

計 １４，３９１ １２，７４６ ８８．６ １１，７０８ ８１．４

子育て世帯家計支援金の処理状況（７月１７日時点）

１億４,３１８万７,０００円支援金給付総額

（件） （件） （件）（％） （％）

（件） （件） （件）（％） （％）

（件） （件） （件）（％） （％）

（件） （件） （件）（％） （％）

（件） （件） （件）（％） （％）

（件） （件） （件）（％） （％）



６４６通未申請件数
（申請書は送達されたものの未申請）

１，６３４件
（１１．４％）

☑ 未申請の在園児や在学児については保育所や学校等を
通じて改めて依頼

☑ 未申請の未就園児については郵送による呼びかけを実施
☑ 引き続き、広報津やホームページで周知

未申請分・申請書返戻分への対応

１１件返戻申請書件数
（市役所に返送され届けられなかった申請書数）

５８件不備申請書件数
（市役所に返送されたが内容に不備がある申請書数）



子育て世帯家計支援金の申請方法

表面 裏面 申請手順

表面に必要事項を
記入してください

裏面に必要書類を
添付してください
（免許証や通帳の
コピーなど）

同封の返信用封筒
で最寄りのポストへ
投函してください

最短１０日で入金
（申請書に不備等がない場合）



お問い合わせ先

市立幼稚園（給食未実施園）、 私立・国立幼
稚園、私立小中学校、県立学校・国立小中学
校に在籍する児童・生徒への支援金について

保育所・認定こども園に在園する児童、
認可外保育施設を利用している児童、
未就園児への支援金について

教育委員会事務局学校教育課
電話番号 059-229-3391（幼稚園）

電話番号 059-229-3245（小中学校）

健康福祉部子育て推進課
電話番号 059-229-3152

（子育て世帯家計支援担当）

支援金の申請締切日： 令和２年９月３０日（水）
※郵送による申請の場合は、締切日当日の消印有効

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な

電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専

用電話(#9110)）にご連絡ください。

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。



特別定額給付金の
申請締切日が迫っています

新型コロナウイルス感染症特別定額給付金

令和２年７月２０日

～申請締切日～

令和２年８月１２日（水曜日）



現在の給付状況

累計給付件数【世帯】 給付率【世帯】

９８．０１％１２４，６００件

累計給付件数【人口】 給付率【人口】

２７４，０４２人 ９８．８３％

７月２０日時点

特別定額給付金は、７月２０日（月）時点で

２７４億４２０万円の給付を完了



給付率向上のために・・・（１）

☑ 本市職員専任のコールセンター設置
業務委託や人材派遣ではなく、本市職員最大８名の専任体制
⇒ ご相談へのよりきめ細かな対応が可能に

☑ 外国語通訳の配置
人材派遣によりスペイン語、英語、中国語の通訳を配置
⇒ 外国人の方の問い合わせ等に円滑な対応が可能に

☑ 児童養護施設・医療施設等への訪問
施設職員の方を訪問し、申請手続きについてご説明
⇒ 複雑な代理申請の手続きがスムーズに

一人でも多くの方に受給していただくために実施した独自の取組

①申請手続きへの支援



給付率向上のために・・・（２）

☑ 通知文書の送付
☑ 広報津・ＨＰでの呼び掛け
☑ 現地調査を実施

②返戻申請書への対応

③辞退者への再確認

「あて所に尋ねあたりません」などとして
市役所に返送された返戻申請書
６４６通のうち、７月１７日までに
４３７通のお届けが可能に

☑ 辞退を希望をされているものの、申請書に振込口座を記載
されている方などへ、辞退のご意思に相違がないか再度確認
⇒ 説明を受け、辞退を取下げ給付を希望される
【例】
・特別定額給付金を受給すると税金が上がると考えていた方
・一時的に海外におり、受給資格がないと思っていた方 など

５月中に人口給付率が８５％を超えたため、さらに実施した取組



まだ申請されていない方がいらっしゃいます

７月１７日時点

１２４，８１３件

累計申請件数 申請率

９８．１８％

残り １.８２％（２，３１２件）

 「あて所に尋ねあたりません」などとして、市役所に返送され
届けられなかった申請書（当初６４６件－対応済４３７件）

 申請書は住民票の住所地へ送達されたものの未申請

２０９件

２，１０３件



給付金の申請締切日が迫っています！

新型コロナウイルス感染症特別定額給付金等推進室
給付金専用相談窓口

０５９－２２９－３５７４

給付金の申請締切日： 令和２年８月１２日（水）
※郵送申請の場合は、締切日当日の消印有効

申請締切日が迫っています！
申請締切日を超えると受付ができません！！

申請書がお手元に届いていない方、申請書の再発行を
希望される方、また、申請できずにお困りの方について
ご存じの方は、コールセンターへご連絡ください



新規採用試験
職務経験者採用試験

令和２年７月２０日

令和２年度

を実施津市職員



津市新規採用・職務経験者採用の計画的な実施

○採用者数の平準化による有為な人材の安定的な確保

①実働２，５００人体制の下での最大限の価値の創出

③新規事業への対応や市民サービスのさらなる向上のため、多様な
人材を採用

○令和３年開催予定の国民体育大会等への対応を見据えた長期的な
定員管理ビジョン

○職務経験者採用の継続実施…専門的な行政需要への行政サービスの拡大

④技術の伝承等のため、専門職の継続的な採用

②退職者数の増減を見据えた計画的な定員管理

○多職種の採用を継続的に実施

○業務と人員の在り方等の検討、定数外職員の補充 （育休代替任期付職員等）

基本方針



計６７人を採用予定

基本方針を踏まえ

令和３年４月１日入庁予定の採用職種・採用者数

○採用者数の平準化を基本とする採用
○継続的な技術の伝承等を進めるための多職種の採用
○専門的な行政需要に対応するための有為かつ多様な人材の採用

来年度における採用

１１職種 ５７人を採用予定新規採用試験

１職種 ２人を採用予定職務経験者採用試験

４職種 ８人を採用予定新規採用試験（前期日程）
※第１次試験 ７月12日実施済



募集職種 採用予定人数

事務職 ２０人程度

事務職（障がい者対象） ３人程度

技術職（土木） （※） １人程度

技術職（機械） （※） ２人程度

技術職（建築） （※） １人程度

技術職（化学） １人程度

令和２年度 新規採用試験の概要①

募集職種・採用予定人数

採用予定人数 計５７人程度
※上記人数のほか、前期日程において技術職（土木）５人程度、技術職（機械）１人程度、技術職（建築）１人程度、
保健師１人程度を採用予定（第１次試験 ７月１２日実施済）。また、職務経験者２名を採用予定。

募集職種 採用予定人数

保育士 １０人程度

技能員（清掃員等） ９人程度

技能員（調理員） ５人程度

消防職 ３人程度

幼稚園教諭 ２人程度



口述試験（個人面接）、
実地試験、実技試験、
課題解決力試験等

口述試験（個人面接）、
集団討議

教養試験、専門試験、
事務適性検査等

９月２０日

１０月１８日

１０月中旬～１０月下旬

１１月中旬～１１月下旬

※試験内容は職種により異なります

令和２年度 新規採用試験の概要②

試験方法・日程

第１次試験

第２次試験

第３次試験

日

日

事務職等

幼稚園教諭

最終合格発表 １１月末 （事務職（障がい者対象）は令和３年１月中旬）

保育士と幼稚園教諭の併願が可能

事務職（障がい者対象）１１月 １日日



令和２年度 新規採用試験の概要③

感染拡大防止対策

東京会場

マスク着用、アルコール消毒、試験会場の換気、
受験者同士の距離確保

コロナ禍における関東地区の

就職希望者の受験機会を確保！

＋三重会場

第１次試験会場 NEW



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

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（３５歳以下）が存在

平成２７年度から職務経験者を採用 （計４９人）

職務経験者採用試験の実施

※職種内訳 事務職３３人、技術職（土木）８人、技術職（建築）３人、看護師４人、言語聴覚士１人



募集
職種

採用予定
人数

受験資格

職務経験 年齢

事務職 ２人程度 ３年以上
３６歳から
５９歳まで

（令和３年４月１日時点）

※職務経験は平成２７年４月１日～令和２年７月３１日の間における経験に限る

募集職種・採用予定人数・受験資格

令和２年度 職務経験者採用試験の概要①



令和２年度 職務経験者採用試験の概要①

●社会福祉士、精神保健福祉士などの福祉に関する資格を有し、高齢者や障がい
者の相談業務、地域包括的支援業務への従事経験を有する人材

●ＡＩ（人工知能）を活用した業務の経験を有する人材

●経営やマーケティング等の知識や中小企業診断士の資格を有する人材

●財務諸表から経営状況などを読み取れるなど、企業会計に精通した人材

●ＴＶ番組の撮影・編集、ＤＴＰデザイン等の経験を有する人材

●映像配信業務及びタブレットの導入などに向けた情報機器の整備などに向けた
情報機器関連に精通した経験を持つ人材

●滞納処分に関する知識や債権回収、相続人調査業務経験が豊富な人材

※あくまで一例となります。津市では民間企業等で職務経験のある方を広く募集しています。

求める職務経験等の一例



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 １３９人 ４６.３倍 ３人 ４６.３倍

看護師 １人程度 ９人 ９ 倍 １人 ９ 倍

事務職 ３人程度 １７１人 ５７ 倍 ５人 ３４.２倍

言語聴覚士 １人程度 ３人 ３ 倍 １人 ３ 倍

事務職 ４人程度 １５６人 ３９ 倍 ４人 ３９ 倍

事務職 ３人程度 １７７人 ５９ 倍 ４人 ４４.２倍

技術職（土木） ２人程度 １２人 ６ 倍 １人 １２ 倍

技術職（建築） １人程度 ５人 ５ 倍 １人 ５ 倍

看護師 １人程度 ６人 ６ 倍 ２人 ３ 倍

事務職 ３人程度 ２１２人 ７０.６倍 ６人 ３５.３倍

技術職（土木） １人程度 ２３人 ２３ 倍 ５人 ４.６倍

看護師 ２人程度 ５人 ２.５倍 １人 ５ 倍

平
成

28
年
度

平
成
29
年
度

職務経験者採用試験の申込者数・採用者数等の状況

平成

30年度

平成

31年度

令和

元年度

令和元年度採用者１１９人のうち３人が職務経験者 （２．５％）



受付

第１次試験

エントリーシートによる書類選考

社会人基礎試験
口述試験（個人面接）

第２次試験 １０月２４日 （予定）

口述試験（個人面接） １１月２２日第３次試験

試験方法・日程

８月３日 から９月２５日 まで

知識、技術、能力等を活かして、どのような活躍・貢献ができるかや
どのような行政サービスを提供できるかをストーリー仕立てで記入

令和２年度 職務経験者採用試験の概要②

内容等

土

月 金

最終合格発表 １１月末

日 （予定）



３８歳大学卒 （職務経験１６年） の場合

年 収 ： 約５４０万円
職 位 ： 主査
想定条件 ： 配偶者、子２人あり
※上記には、各種手当 （扶養手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当（平均）等）が含まれています。

※上記年収は職務経験の内容により異なります。

職務経験者採用時点の職名・給与モデル

モデル①

５０歳大学卒 （職務経験２８年） の場合モデル②

年 収 ： 約７２０万円
職 位 ： 担当主幹
想定条件 ： 配偶者、子２人あり （子１人は１６～２２歳）
※上記には、各種手当 （扶養手当、期末・勤勉手当、管理職手当等）が含まれています。



受付期間

新規採用試験

受験案内
入手方法

令和２年７月２８日 から配布開始
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

火

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 （アスト津４階）、各総合支所地域振興課、
各出張所等

受験案内配布・受付 新規採用試験・職務経験者採用試験

令和２年８月３日 ～ 令和２年８月２８日

令和２年８月３日 ～ 令和２年９月２５日

職務経験者採用試験

月 金

月 金
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