
令和２年８月２４日

津市内に２か所の
地域外来・検査センターを開設！

～ 津地区医師会・久居一志地区医師会・津市の
相互協力のもと進めます ～

令和２年８月２５日から

ドライブスルー方式に
よる検体採取の様子

ＰＣＲ検査により
対応！

コロナウイルスの
疑いには



免除額

期 間

対象者

■ 運営主体 公益社団法人 津地区医師会 津市内の医療機関

■ 設置場所 津市内の医療機関の敷地内（計２箇所）

■ 設置期間 令和２年８月２５日（火）～令和３年３月３１日（水）

■ 実施日時
毎週火曜日及び木曜日の午後（１時間程度） 毎週火曜日の午後（１時間程度）

※ 祝日・休日は実施いたしません。

■ 対象者等
市内の登録医療機関において、ＰＣＲ検査が必要と診断され、医師を通じて予約した方（完全予約制）

※ 陰性証明の検査は受付しません。

■ 受付事務 津市 公益社団法人 久居一志地区医師会

■ 運営方式
実施日に津地区医師会等の医師が交代
でセンターに派遣され、ドライブスルー方式
により上記対象者から検体を採取。

実施日に久居一志地区医師会等の医師が交代
でセンターに派遣され、ドライブスルー方式により
上記対象者から検体を採取。

■ その他
※ 保険診療となるため、医療費の自己負担が生じます。
（検査に係る費用は国が負担します。）

津市内における地域外来・検査センターの設置について 公益社団法人 津地区医師会
公益社団法人 久居一志地区医師会

１ 津市内の地域外来・検査センターの運営



津市内における地域外来・検査センターの設置について

２ 津市内の地域外来・検査センターの流れ

市内の医療機関で相談・受診

市内の登録医療機関が津地区医師会(受付事務：津市）又は運営主体の医療機関（受付
事務：久居一志地区医師会）に検査予約

津市内の地域外来・検査センターで検体採取

民間検査機関で陽性・陰性を判定

新型コロナウイルスに感染の疑いのある方

検査受検者
津保健所・
紹介医療機関

・津地区医師会
（受付事務：津市）

① 受診

⑤ 結果報告

④ 判定

③ 採取

② 予約

ＰＣＲ検査が必要と診断された場合

判定結果

検査結果が「陽性」の場合
保健所の指示で
指定医療機関へ

公益社団法人 津地区医師会
公益社団法人 久居一志地区医師会

・運営主体の医療機関
（受付事務：久居一志地区医師会）



令和２年度
９月補正予算の概要

令和２年８月２４日



新型コロナウイルス感染症対策事業の経緯

令和２年４月３０日

国の令和２年度一般会計補正予算（第１号）成立
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費

臨時会 令和２年度一般会計補正予算（第２号）議決

令和２年５月1日
特別定額給付金 ２７９億６，５００万円
子育て世帯への臨時特別給付金 ３億３，４８０万円
新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 ３億７，５００万円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
令和２年５月１日

交付限度額（第１次分）提示 ７億３，４５５万８千円

うち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

臨時会 令和２年度一般会計補正予算（第３号）議決

令和２年５月２０日
子育て世帯家計支援事業 ４億４，８７９万円
津市事業継続支援金 ２億５，０００万円
水道料金の基本料金無料 ２億３，０８９万円
新型コロナウイルス感染症対策事業基金創設３億７，４８８万円

２５兆５，６５５億円

１兆円



新型コロナウイルス感染症対策事業の経緯

令和２年７月２日

定例会 令和２年度一般会計補正予算（第４号・第５号）等
議決

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
事業 ２１億５，１１２万円
国の補正予算（第１号）等に関連する事業

１２億７，６４３万円
国の補正予算（第２号）に関連する事業 ２億４，０６８万円
特別会計・新型コロナウイルス感染症関連事業 ４６万円

令和２年６月1２日

国の令和２年度一般会計補正予算（第２号）成立
新型コロナウイルス感染症対策関係経費

うち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
３１兆８，１７１億円

２兆円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
令和２年６月２４日

交付限度額（第２次分）提示 ２０億９，５８８万６千円



補正後の予算額

令和２年度一般会計補正予算（第７号）の概要

１，４４４億６，５７５万円

補 正 額 ７億４，４０３万円

補正前の予算額 １，４３７億２，１７２万円

うち新型コロナウイルス感染症対策事業

補正額

財源内訳

５億１，１５４万円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国）

学校保健特別対策事業費補助金等国県支出金
４億５，３２４万円

その他（寄附金等）
１億 ２７６万円

２０２万円

【対前年度同期比 ２９５億４，９５４万円 （２５．７％） の増】



令和２年度一般会計補正予算（第７号） 主な事業
① 事業活動・市民活動等の継続支援
経済的に大きな打撃を受けている事業者に対する事業継続支援

高速船運航事業者運航継続支援事業
１８６万円② 感染拡大防止のために、運休及び減便した高速船運航事業者に

対し、新しい生活様式の下での事業継続を支援

観光・イベント事業維持支援事業

２，９１５万円①
事業の継続・拡大に一定の取組をしており、各種支援制度を活用
しても令和２年１０～１２月の間に売上げ等が対前年同月比の
５０％以上減少する月がある観光・イベント事業者に対する支援

１１９万円③
指定管理者事業継続支援事業
休館により利用料金等が減収している市民活動・産業観光施設
（１０施設）の指定管理者に対する支援

８８９万円④ センターパレスホールを新たな事業展開の場として活用する飲食事
業者に対する支援

飲食事業者事業展開支援事業



５８８万円①
文化芸術活動等支援事業
新しい生活様式の下での催し物開催に係る負担軽減のため、
市文化施設（１２施設）で催し物を開催する個人・団体等に支援

市民活動に対する継続支援

４００万円②
民生委員・児童委員の非接触型活動支援事業
訪問に代わる手段（電話等）に係る費用負担の軽減を図り、継続し
て民生委員・児童委員活動ができるよう支援

令和２年度一般会計補正予算（第７号） 主な事業
① 事業活動・市民活動等の継続支援
久居版津がんばるマルシェ実施事業

３５万円⑤
久居地域の事業者が出店できるマルシェの実施

教育活動に対する支援
修学旅行支援事業

１，０００万円① 修学旅行の日程・行き先の変更等に伴う追加費用について、保護
者負担とならないよう各学校に支援



公共施設における感染防止対策

１８２万円①
集会施設消毒液配付・配置事業
集会所、会館、市民センター等（１，１８０施設）に対する消毒
液の配付・配置

文化施設感染症拡大防止事業
２２万円② 津リージョンプラザ、白山総合文化センター、久居アルスプラザに

おいて、感染防止対策に係る消毒液等を購入

１，０７７万円③

図書館書籍消毒機導入事業
利用者が本を借りるときや閲覧するときに、安心して利用できる
よう書籍を消毒するための書籍消毒機を購入
（９図書館、２図書室）

令和２年度一般会計補正予算（第７号） 主な事業
② 新しい生活様式への対応

１億６３万円④
小中学校、義務教育学校、幼稚園感染防止対策事業
小中学校、義務教育学校、幼稚園における感染防止に係る消毒
液、非接触型体温計等の購入



令和２年度一般会計補正予算（第７号） 主な事業
② 新しい生活様式への対応

８，６４２万円⑤

緊急包括支援事業
【公立】
保育所、認定こども園、児童館、児童発達支援センターにお
ける感染防止に係る非接触型体温計や空気清浄機の購入等
【民間】
保育所、認定こども園、児童館、放課後児童クラブ、子育て
支援センター等における感染防止に係る備品や衛生用品の
購入及び感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実
施するために必要な経費に対する支援

幼稚園、保育所等空調設備設置・改修事業

１億１，４７７万円⑥
換気を行いながら十分な空調能力を確保するため、幼稚園
（１０園）、保育所（９園）、こども園（２園）、放課後児童クラブ
（９箇所）、一志児童館、公民館（９館）、サンデルタ香良洲、
津なぎさまち内旅客船ターミナルの空調設備を設置・改修



１，７４２万円⑧
備蓄用マスク購入事業
将来の感染拡大に備えた備蓄用マスクを購入

１，３２４万円⑦
赤外線サーモグラフィーカメラ等設置事業
感染拡大防止のため、公共施設に赤外線サーモグラフィーカメ
ラ（１１台）、非接触型体温計（１００個）を購入

４，３８３万円①

大規模災害避難対策事業
避難所開設に備え、小中学校及び体育施設等の避難所への
感染防止物品の追加配備、避難所運営者の感染防止用の装
備品等を整備

１億２，９４４万円②

集会施設・学校施設トイレ洋式化改修事業
避難所としての機能を担う集会施設のトイレ（２６基）及び小
中学校屋内運動場及び校舎のトイレ（１８９基）洋式化につい
て計画を前倒しし早期に実施

避難所における衛生環境整備

令和２年度一般会計補正予算（第７号） 主な事業
② 新しい生活様式への対応



新たな生活様式に対応したＩＴ化推進

公共施設ネットワーク・リモート環境整備事業

①

市役所本庁舎内及び庁舎外の会議をウェブ上で実施できる
よう、拠点となる施設（１６施設）にネットワーク環境を整備す
るとともに、ネットワーク環境を整備した施設でのウェブ会議、
健康相談の実施や在宅勤務に対応できるノートパソコン、モ
バイルルータ等を整備

４，６３３万円②

ＧＩＧＡスクール支援員派遣・環境整備事業
令和３年４月から１人１台端末を教科の学習等に効果的に
活用した授業づくりができるよう教員の指導力の向上を図る
ため、ＧＩＧＡスクール支援員を各学校に派遣及び大型テレビ
の更新

令和２年度一般会計補正予算（第７号） 主な事業
② 新しい生活様式への対応

１，３５２万円



令和２年度一般会計補正予算(第７号） 主な事業③

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

４００万円③

災害からライフラインを守る事前伐採事業
電気などのライフラインを守るため、みえ森と緑の県民税市町交
付金を活用し、台風などにより倒木の恐れがある樹木を事前伐
採することで災害に強い森林づくりを目指す

１，１６５万円②

久居総合福祉会館駐車場整備事業
施設利用者の利便性の向上及び駐車場不足解消のため、旧津
市シルバー人材センター久居支部を解体し、駐車場を整備

５，３０１万円①

榊原自然の森温泉保養館再整備事業
公募により決定した提案内容に基づき、測量・調査・基本設計・
実施設計を実施するとともに、施設整備に係る設計・施工段階
における費用の妥当性の確認等の技術的なモニタリング業務の
実施



事業費
財源内訳

国 県 地方債 その他 一般財源

新型コロナウイルス
感染症対応地方
創生臨時交付金
活用事業

4億5,507
万円

4億5,324
万円

183
万円

国の補正予算等に
関連する事業

5,647
万円

813
万円

9,463
万円

202
万円

△4,831
万円

小 計
5億1,154

万円
4億6,137

万円
9,463
万円

202
万円

△4,648
万円

新型コロナウイルス感染
症対策事業を除く事業

2億3,249
万円

1,553
万円

504
万円

1,930
万円

451
万円

1億8,811
万円

合 計
7億4,403

万円
4億7,690

万円
9,967
万円

1,930
万円

653
万円

1億4,163
万円

令和２年度一般会計補正予算（第７号） 財源内訳

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業



津市における新型コロナウイルス感染症対策予算（一般会計）

免除額

期 間

対象者

事業内容 事業費

令和元年度
予備費

市施設で使用する手指消毒液の購入 231万円

施設防疫用の消毒液等の購入 34万円

令和元年度
１１号補正

保育所等で使用する消毒液等の購入 140万円

民間保育所等の消毒液等購入に対する補助 780万円

放課後児童クラブへの支援 4,060万円

小 計 5,245万円

令和２年度
予備費

市庁舎の市民窓口へのアクリル製間仕切り板設置 479万円

小中学校、幼稚園等で使用する手指消毒液の購入 231万円

児童発達支援センター消毒作業委託 45万円

斎場施設防疫用の防護服・納体袋・消毒液等の購入 122万円

令和２年度
２号補正

特別定額給付金 279億6,500万円

子育て世帯への臨時特別給付金 3億3,480万円

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 3億7,500万円

令和２年度
３号補正

子育て世帯家計支援事業 4億4,879万円

津市事業継続支援金 2億5,000万円

水道料金の基本料金無料 2億3,089万円

新型コロナウイルス感染症対策事業基金 3億7,488万円

小 計 299億8,813万円



津市における新型コロナウイルス感染症対策予算（一般会計）
事業内容 事業費

令和２年度
４号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金活
用事業

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交付事業 3,500万円

指定避難所における新型コロナウイルス感染防止対策事業 1,000万円

新型コロナウイルス感染防止衣購入事業 1,000万円

「津がんばるマルシェ」実施事業 800万円

小 計 6,300万円

国の補正予算
（第1号）等に
関連する事業

公立学校情報機器購入事業 10億9,525万円

放課後児童健全育成事業 9,172万円

新型コロナウイルス感染防止対策事業 5,601万円

住居確保給付金支援拡充事業 1,973万円

新型コロナウイルス感染防止妊婦向けマスク配布事業 79万円

学校臨時休業対策事業 1,293万円

小 計 12億7,643万円

小 計 13億3,943万円



津市における新型コロナウイルス感染症対策予算（一般会計）

事業内容 事業費

令和２年度
５号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金活
用事業

プレミアム付商品券発行事業 20億2,450万円

学習環境充実事業 3,028万円

臨時スクールバス運行事業 105万円

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事業 548万円

放課後子供教室の再開に伴うスタートアップ支援事業 54万円

市スポーツ施設事業継続支援事業 800万円

準要保護世帯特別援助事業 1,827万円

小 計 20億8,812万円

国の補正予算
（第２号）に
関連する事業

ひとり親世帯臨時特別給付金 2億4,068万円

小 計 2億4,068万円

小 計 23億2,880万円



事業内容 事業費

令和２年度
７号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金
活用事業

観光・イベント事業維持支援事業 2,915万円

高速船運航事業者運航継続支援事業 186万円

指定管理者事業継続支援事業 119万円

飲食事業者事業展開支援事業 889万円

久居版津がんばるマルシェ実施事業 35万円

文化芸術活動等支援事業 588万円

民生委員・児童委員の非接触型活動支援事業 400万円

修学旅行支援事業 1,000万円

集会施設消毒液配付・配置事業 182万円

図書館書籍消毒機導入事業 1,077万円

幼稚園、保育所等空調設備設置・改修事業 1億1,477万円

赤外線サーモグラフィーカメラ等設置事業 1,324万円

備蓄用マスク購入事業 1,742万円

大規模災害避難対策事業 4,383万円

津市における新型コロナウイルス感染症対策予算（一般会計）



事業内容 事業費

令和２年度
７号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金
活用事業

集会施設・学校施設トイレ洋式化改修事業 1億2,944万円

公共施設ネットワーク・リモート環境整備事業 1,352万円

ＧＩＧＡスクール支援員派遣・環境整備事業 4,633万円

特殊勤務手当 261万円

国の補正予算
等に関連する

事業

文化施設感染症拡大防止事業 22万円

小中学校、義務教育学校、幼稚園感染防止対策事業 1億 63万円

緊急包括支援事業 8,642万円

自立相談支援事業 7万円

自治会活動支援補助金 100万円

新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金 60万円

公立学校情報機器購入事業 △1億3,247万円

小 計 5億1,154万円

合 計 342億2,035万円

津市における新型コロナウイルス感染症対策予算（一般会計）



都シティ津の休業に伴う今後の対応

令和２年８月２４日



株式会社津センターパレスの状況

竣工年月 昭和６０年４月

総工費 約４３億３千万円

延床面積 ２４，２０２㎡

うちホテル部分 ６，４８７㎡

延床面積２４，２０２㎡を津市と
㈱津センターパレスが区分所有

㈱津センターパレスの経緯
年月 内 容 主な株主

昭和５３年３月 ㈱津センターパレス設立

津市、㈱ダイエー、近畿日本鉄道
㈱、その他地元企業等

昭和６０年４月 津センターパレス竣工（津都ホテル開業）

平成 ７年２月 ダイエーがテナントから撤退

平成２３年８月 ㈱ダイエーが債権・株式を譲渡
津市、近畿日本鉄道㈱、その他
地元企業等

津市 ４，２２９㎡

㈱津センターパレス １９，９７３㎡

うち共用部分 ５，１１３㎡



都シティ津（旧津都ホテル）の運営会社の変遷

年 月 内 容

昭和５８年１２月 ㈱津都ホテル出店協定締結

昭和６０年４月 津都ホテル（現都シティ津）開業 ※津センターパレス竣工

平成１２年４月

㈱津都ホテルから㈱近鉄ホテルシステムズへ営業譲渡

㈱津都ホテルが津ホテル開発㈱に商号を変更
津ホテル開発㈱が津都ホテルの管理を継続

平成１４年７月 ㈱近鉄ホテルシステムズ撤退表明

平成１４年１１月 津ホテル開発㈱が解散（債務約１４億円）

平成１５年２月 ㈱津センター設立

平成１５年３月
㈱近鉄ホテルシステムズから㈱津センターへ営業譲渡
㈱津センターは㈱近鉄ホテルシステムズにホテル運営業務を委託



株式会社津センターの状況

㈱津センター営業状況
年度 経営状況 主な外部要因等

Ｈ１９～Ｈ２１ 経営が黒字化

Ｈ２２～Ｈ２５ 経営が悪化（赤字） Ｈ２３年３月発生の東日本大震災の影響

Ｈ２６～Ｈ２７ 経営が再度黒字化 訪日外国人観光客によるインバウンド消費の増加

Ｒ２～ 経営が悪化（赤字大幅拡大） 新型コロナウイルス感染症の影響

主な株主 ㈱津センターパレス、㈱近鉄ホテルシステムズ、地元企業等

都シティ津（旧津都ホテル）に求められるニーズと役割

求められるニーズ
宿泊対応 ビジネス、観光客、外国人客

宴会対応 定期的な昼食を伴う会合、大人数のパーティー

求められる役割 丸之内・大門の中心市街地のシンボル的な役割

令和２年９月１日からの休業（当分の間）に伴う課題が発生



課題に対する今後の対応

主 体 対応方針

津 市
① 中心市街地の活性化（大門・丸之内地区）
② 津市センターパレスホール（約１，１２０㎡）の活用

㈱津センターパレス
㈱津センターパレスが所有する延べ床面積（約１９，９７
３㎡）の約３分の１を占めるホテル部分（約６，４８７㎡）
の将来計画

㈱津センター
① 都シティ津（旧津都ホテル）の再開
② 他の可能性の模索



購入申込は令和２年８月３１日まで
商品券取扱店１,１００店舗を突破

令和２年８月２４日

津市プレミアム付商品券



購入引換券（返信はがき）到着後

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
（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

９月下旬に購入引換券が郵送されてきます
購入引換券がない場合、商品券の購入はできません

津市プレミアム付商品券の申し込み・購入方法

木 月

１冊を希望した人
（1冊確定）

９月下旬

申込方法

購入引換券(返信はがき)の到着

申込方法

申込期限 消印有効

９月下旬

期限が迫っています！
お急ぎください！

往復はがき

８月３１日 まで月

商品券の購入申込は、８月３１日 まで月



申し込みの際に特に注意していただきたいこと（特にお問い合わせが多いもの）

９月下旬

Ｐｏｉｎｔ１ 「１冊」 か 「複数冊」

Ａｎｓｗｅｒ ２冊以上を希望される方は、「複数冊」と書いてください。
購入引換券（返信はがき）に具体的な冊数が記載されて返送されてきます
ので、その冊数以内の商品券をご購入ください。

Ｐｏｉｎｔ２ 往復はがきは、１人１枚必要

Ａｎｓｗｅｒ 例えば、４人家族全員が申し込む場合は、往復はがきが４枚必要です。
連名で往復はがき１枚で申し込まれた場合、１人分の申し込みとなります
ので、ご注意ください。

Ｐｏｉｎｔ３ 往信面と返信面を間違えて書いたとき

Ａｎｓｗｅｒ 往復はがきに印刷されている表示を二重線で修正し、以下のように記載
してください。
「往信」 → 「返信」 、 「返信」 → 「往信」



津
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
推
進
室

宛

往信 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

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（おもて面） 返信（うら面） 返信（おもて面） 往信（うら面）

往復はがきの書き方で、特に注意が必要な箇所

※２冊以上を希望される方は、
「複数冊」と書いてください

〒 －

津
中
央
郵
便
局
留

〒 －５ １ ４ ８ ７ ９ ９

１冊複数冊

●●● ●● ●●63 63

※津市の住所に限る

又は と記入

⑦ 購入する郵便局

問い合わせや書き洩らしが特に多い箇所往復はがきは１人につき、１通必要です！

この面には何も
記入しないでください

お買い求めいただける
商品券の冊数（上限）を

津市が記入して、
９月下旬に返送します



８月２１日時点で、津市内の事業者

商品券取扱店は、商品券特設ページでＷＥＢにてご覧いた
だけるほか、市役所、各総合支所の窓口でもご案内します

１２月１８日まで、
取扱店を募集中！

に登録いただいています！

１，１３４店舗

津市プレミアム付商品券 取扱店登録状況

８月３１日（月）までに登録されたお店を、
一覧表（冊子）にして、商品券の販売時に、
購入者にお渡しします



津市プレミアム付商品券 取扱店登録状況 内訳
地域別 店舗数

津 ８１１

久 居 １６２

河 芸 ３５

芸 濃 ２１

美 里 ３

安 濃 １３

香良洲 ９

一 志 ３０

白 山 ３０

美 杉 ２０

合 計 １，１３４

業種別 店舗数

百貨店・スーパー・コンビニ ６９

飲料・食料品店 ９９

ホームセンター・家電量販店 ３５

衣料・身の回り品・その他小売業 ４１４

飲食店 ２５０

理容・美容店 ４５

ドラッグストア・化粧品店 ６５

その他（旅館・ホテル、クリーニング店など） １５７

合 計 １，１３４

過去の実績（登録店舗数）
平成２７年度 １，４７８店舗
令和元年度 ９１４店舗



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

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

１２月１８日（金）まで取扱店を募集中！

商品券特設ページ

✅ 商品券の概要 ✅ 商品券の使用上の注意

✅ 商品券が使えるお店（取扱店）

✅ 商品券の申込方法・購入方法 ✅ よくある質問（ＦＡＱ）

特設ページで確認できる内容



令和２年８月２４日

８月２４日開催
津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第４２回）

開催結果

新型コロナウイルス感染症対策

8/23 第41回対策本部会議
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