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特別定額給付金の
最終実績報告

新型コロナウイルス感染症特別定額給付金

令和２年９月１日



最終実績値

給付対象件数 【世帯】１２万７，０８６世帯 【人口】２７万７，２１１人

・給付件数 【世帯】１２万６，４７６世帯 【人口】２７万６，５０１人

給付率 【世帯】 ９９．５２％ 【人口】 ９９．７４％

・給付金額 ２７６億５，０１０万円

未給付件数 【世帯】 ６１０世帯 【人口】 ７１０人

・未申請数 【世帯】 ４０９世帯 【人口】 ４６３人

・返戻数 【世帯】 １５１世帯 【人口】 １６３人

返戻率 【世帯】 ０．１２％ 【人口】 ０．０６％

未申請率 【世帯】 ０．３２％ 【人口】 ０．１７％

・辞退数※ 【世帯】 ５０世帯 【人口】 ８４人
※辞退については、世帯数は世帯構成員全員が辞退した世帯数、

人口は世帯構成員の一部が辞退したものを含めた総辞退者数

全国自治体の給付率 ９８．５％（8/21時点、総務省）
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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

９９．５２％

5/11 6/1

全国自治体の給付率 ３０．２％
（６月５日時点）

※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

３か月（申請期間）
８４．１１％

申請締切

津市は・・・



1令和２年９月１日

１０月１日グランドオープン

津市久居アルスプラザ

９月２９日グランドオープニングセレモニー開催



グランドオープン決定の考え

令和２年４月２０日の定例記者会見での発表内容

・ 予定していた６月６日のオープンを延期、グランドオープンは１０月１日、９月末に
オープニングセレモニーを開催、６月６日～９月３０日はプレオープン期間

・ グランドオープンの判断は１カ月前までに行い、オープンできないと判断した場合
は、セレモニーも含めて３カ月後に順次延期

グランドオープン後もプレオープン期間と同様に支障なく施設を管理運営

・ 施設見学や勉強、おくつろぎなどで８月２７日まで
に１６，０２４人（１日平均１９３人）の方がご来館

プレオープン期間

赤外線サーモグラフィーカメラの設置などの感染拡大防止に係る補正予算の議案も９月議会に提出

※ホール・アートスペース１件約５７０人、カルチャールーム９件約８０人（８月末時点）

・ ときの風ホールをはじめオープン延期決定前に
ご予約いただいていた諸室の一部も既にご利用

・ 市民サービスコーナーも６月８日に開設

情報ラウンジ

エントランスロビー



６月オープンに合わせて予定していた主な事業の対応状況

事 業
※（ ）は予定していた令和２年の開催日

対 応 状 況

竣工式（５月３０日） グランドオープニングセレモニーに改め
令和２年９月２９日に開催

内覧会（５月３０日) プレオープン期間でも自由に見学可へ

・ピアノ開きコンサート＆アルスプラザ祝祭合
唱団の発表（６月６日）
・公募による市内文化芸術活動団体の舞
台公演（６月６日）
・地域アーティストによる演奏会（６月６日）

令和３年６月の開催に向けて調整

高嶋ちさ子氏のコンサート（６月７日） 来年度の開催に向けて調整

ぐっさんのハッピーオンステージ（６月１３日） 令和２年１２月２６日に延期

市川由紀乃コンサート（７月１１日） 令和３年２月７日に延期

その他自主事業（６月～９月） 年度内または来年度に延期



オープン延期決定前に頂いていた施設予約への対応状況

利用を中止：１８件

利用を延期：１２件 ※うち通常の受付期間（１年前）を超えた優先予約対応：９件

感染拡大防止策を実施の上利用：１件

オープンの延期に伴い、令和２年６月～９月の施設利用をご予約されていた方々に「利用
の中止」「利用の延期」「感染拡大防止策を実施の上利用」のいずれかの対応をお願い

ときの風ホール

利用を中止：１０件
利用を延期：１０件 ※うち通常の受付期間（１年前）を超えた優先予約対応：９件

感染拡大防止策を実施の上利用：１件 ※ときの風ホールと同時利用

アートスペース

利用を中止： ４件
利用を延期：１１件 ※うち通常の受付期間（１年前）を超えた優先予約対応：７件

感染拡大防止策を実施の上利用：０件

ギャラリー

ギャラリー

アートスペース

ときの風ホール



業務時間

平日（月曜日～金曜日） ８時３０分から１７時１５分まで
【土曜日・日曜日・祝日及び１２月２９日から１月３日の間を除く】
※ アルスプラザ休館日（火曜日）も業務を実施

市民サービスコーナーで実施する業務～具体的な業務内容～

住民票、戸籍謄本、所得証明書、納税証明書などの発行
（住基・戸籍端末で発行できる証明に限ります）

※ 住所変更や戸籍届出、印鑑登録、市税等の収納業務は取り扱いません。（総合支所を案内）

【証明発行件数】 １４４件 （令和２年６月８日開所～８月２５日現在）

➀ 証明書発行業務

② 自治会に係る相談業務等

自治会長、地域住民等の担当課への取り次ぎ （自治会による補助金申請 など）

自治会や地域団体による会議室利用申請の受付

【会議室利用実績】 ２件（１９名）

久居アルスプラザ 「市民サービスコーナー」 （久居総合支所市民課所管）
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グランドオープニングセレモニー

新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る３つの密などを避けるため、参加
者を限定するなどして開催。今後の状況によっては内容等を変更。

プレイベント事業

666今後企画していく第２弾・第３弾へとバトンをつなぐ

開催日時

開催場所

参 加 者

開催内容

令和２年９月２９日（火） １３時～
➡ 休館日に開催し、一般来館者の方との密集・密接を回避

津市久居アルスプラザ ときの風ホール（７２０席）
➡ 参加者のソーシャルディスタンスを確保

御寄附を頂いた方々、地元自治会の代表者、施設整備にお力添えを
いただいた各委員会の会長・副会長をはじめ、津市選出の国会議員
や三重県議会議員、市議会議員など ※約１３０名
➡ 参加者を限定し、万が一に備えた連絡体制を確保

開式、式辞、来賓挨拶、来賓紹介、テープカット、御寄附への感謝状
贈呈、緞帳披露、太鼓による祝砲、閉式 ※１時間程度
➡ １時間程度とすることで、トイレ休憩時の密集・密接を回避
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久居アルスプラザ 館長 プロフィール

広島市出身。東京芸術大学卒業後、東京交響楽団、東京フィ
ルハーモニー交響楽団を経て、首席オーボエ奏者として東京
都交響楽団で３０年あまり活動。２００５年に高知大学教育学
部教授に就任。２０１４年、定年により高知大学を退官後、茨
城大学特任教授、平成音楽大学客員教授を務め、オーボエ
奏者、指揮者として活動。２０１８年4月に㈱ケイミックスパブ
リックビジネスに入社し、２年間北九州市の北九州ソレイユ
ホール館長を務め、２０２０年４月から津市久居アルスプラザ
の館長に就任。

脇 岡 宗 一
わ き お か そ う い ち

指定管理者



グランドオープン後の事業展開

予約日数：１０４日／利用可能日数：１５１日 予約率：６８．９％
※うち土・日・休日予約率：４８日／５５日 予約率：８７．３％

久居アルスプラザときの風ホール予約状況（令和２年１０月～令和３年３月）
※令和２年８月２６日時点

指定管理者

グランドオープニングイベントを皮切りに、新型コロナウイルスの感染状況を
注視しながら、文化芸術をはじめとする様々な趣味などの講座やときの風
ホールを活用する鑑賞事業も検討・実施。また、令和２年１２月１２日～２０
日に津市が開催を予定している津市美術展覧会においても津市と連携。

自主事業

貸館事業

非接触型体温計を無償で主催者に貸し出すなど、ご利用いただく方々の
感染拡大防止に係る支援を行いながら事業を実施
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グランドオープニングイベント

映画「浅田家！」の出演者が着ていた衣装などの
展示会を開催。

ガラスアートの２次元とバルーンアートの３次元がコラボ
する空間演出。久居ふるさと文学館との連携事業。

【開催日時】 １０月１日（木）～７日（水） ９時～１７時
※休館日（火曜日）は除く

【開催日時】 ９月３０日（水）～１０月１２日（月）
久居アルスプラザ：８時３０分～２２時
久居ふるさと文学館：９時～１８時（土・日曜日は１７時まで）
※いずれも休館日（火曜日）は除く

BalloonMoMo氏作品例

【開催場所】 久居アルスプラザ ギャラリー

「浅田家！」展－ファインダーの向こう側、津市。－ ※入場無料

「アルスの森」～つつみあれい＆BalloonMoMo展～ ※入場無料

【開催場所】 久居アルスプラザ（エントランスロビーほか）、
久居ふるさと文学館（児童コーナー）

各日先着１５０名にノベルティグッズをプレゼント

※いずれも実際の展示作品とは異なります

展示衣装

ギャラリー

つつみあれい氏作品例

エントランスロビー

指定管理者



つつみあれい氏

津市出身。津市在住。絵本作家。メリーゴーランド主宰の絵本塾に参加。
手がけた絵本は、「ピーナッちゃんとドーナッちゃん」シリーズ（小峰書店）、
「カペリーちゃん」（風濤社）、「ストーブの娘」（カラスブックス）など。三重
県立文化会館との共同企画など子どもと絵に関する企画実績も多数。

つつみあれい氏・ BalloonMoMo氏プロフィール

プレイベント事業鈴鹿市出身。津市在住。ＣＢＡ世界公認バルーンアーティスト。アメリカ
のニューオリンズ市で開催されたバルーンの世界大会「ＷＢＣ２０１６」の
「ウィンドウディスプレイ部門」で３位入賞。ＱＢＡＣ（日本大会）アーティス
トオブＱＢＡＣ受賞。三重県立美術館で企画展も実施。

BalloonMoMo氏
バ ル ー ン モ モ

指定管理者
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Ｃａｆｅ「カルネヴァーレ」も同時オープン

ランチやディナー、おひとりの時間など、くつろぎの空間を提供

営業時間：１１時～１９時
休 業 日：毎週火曜日（休日の場合は翌平日）、

年末年始

※カルネヴァーレ・・・カーニバルのイタリア語

指定管理者

天候の良い日は、テラスで日光や

夜風に包まれながらのひとときを・・・

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底



アルス放送局 開局中 指定管理者

久居アルスプラザ公式YouTubeチャンネル
「アルス放送局」、６月より好評配信中！

１０月１日のグランドオープンに向けて、久居
アルスプラザにある様々な施設の楽しい使い
方を、地域で活躍するアーティストやアルスプ
ラザの職員が動画で紹介しています。

誰が出演するかは見てのお楽しみ。
グランドオープンまでの毎週金曜日は、アルス
放送局のＯＮ ＡＩＲをチェックしてください。

６月５日発信の第１回から８月２８日発信の
第１３回までの総再生回数は４，９５１回（８
月３１日時点）。
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津市久居アルスプラザへのお問い合わせ

今後展開していく事業
については、ホームページやＳＮＳ、

情報誌などを通じて、
広くお知らせしていきます！

１０月１日以降の施設利用のご予約も
お待ちしています！

電話：253-4161 ＦＡＸ：253-4171

※指定管理者：㈱ケイミックスパブリックビジネス

開館・受付時間：８時３０分～２２時００分

※ＨＰからもお問い合わせができます
休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始

指定管理者



令和２年９月１日

国の効率的手法導入推進基本調査を
津市で実施！

～ＭＭＳ（モービルマッピングシステム） を導入～

デジタル写真色付き三次元点群画像MMSの車両

地籍調査の円滑化・迅速化



これまでの津市の取り組み

2,803万円
6,983万円 7,018万円 2億1,133万円 1億6,404万円

（見込み）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

決算額（令和２年度は予算額）と人員

決算（予算）額 繰越額

８人
２人

10人
３人

担当 用地・地籍調査推進室 用地・地籍調査推進課

８人

地籍調査事業：土地の境界を明確にする事業

被災時の復興
公共事業の実施
土地の売買

事業・体制の強化

完了した土地は がスムーズ

南海トラフ大地震に伴う津波災害に備え、沿岸部を重点整備

区域に定め、津市地籍調査事業計画に基づき

平成２７～令和４年度の８年間で集中実施！

10人

4,390万円

2億2,515万円

令和2年度

事業完了地区

事業中地区

事業予定地区

正確な地図が
ある地区

5.79 ㎢

5.33 ㎢

3.53 ㎢

7.78 ㎢

計 26.00 ㎢

法務局による
調査予定地区

3.57 ㎢

重点整備区域の
進捗率

46.6％
（R2.3月時点）

1,370万円

平成26年度

２人



効率的手法導入推進基本調査 （国事業）
～地籍調査のさらなる円滑化・迅速化を～

＜山村部＞ リモートセンシングデータ活用型

令和元年度
実施地区 一志町波瀬地区、美杉町八手俣地区、

美杉町下之川地区 約8.1㎢

＜都市部＞ ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）活用型

津市で実施決定！
全国9ヶ所
うちモデル事業2ヶ所

令和２年度
実施地区 北立誠・一身田地区 約0.68㎢

人口減少・高齢化により境界確定等が困難
気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化

地籍調査のさらなる円滑化・迅速化が必要

効率的手法導入推進基本調査

先進的技術を導入した情報整備

リモートセンシングデータを活用した効率的な地籍調査手法の
導入推進のため、国がリモートセンシングデータを整備

ＭＭＳによる計測データや民間測量成果等を活用した迅速な官民境
界情報等の整備、効率的な地籍調査手法の普及のため、国が官民境
界に関する基礎的情報を整備



ＭＭＳを活用した新手法と従来手法（１）

測量の

効率化
検証

従来手法

境界確認準備（資料収集等）

三
角
測
量

細
部
測
量

一筆地調査

一
筆
地
測
量
（立
会
い
に
よ
る

変
更
点
を
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量
）

地
積
測
定
・地
籍
図
の
作
成

認
証

登
記
所
へ
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送
付

現況
測量

（ＴＳ法、
ＧＮＳＳ
法等）

境界確認準備（資料収集等）

三
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測
量

細
部
測
量

一筆地調査 一
筆
地
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（ＭＭＳ）

現地調査
（立会い等）

筆界案送付による確認
※地籍調査作業規程準則改正
により令和２年６月３０日施行

現地調査
（立会い等）

新手法

実施主体：国
調査目的：地籍調査に役立つ基礎的な情報を

整備し、地籍調査の推進を図る

実施主体：市町村等
調査目的：一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と

面積を測量し、地籍の明確化を図る

モデル事業

基本調査 地籍調査

復元
測量

（ＴＳ法、
ＧＮＳＳ
法等）

復元
測量

（ＭＭＳ）

※ＴＳ法…距離及び角度を光波により観測できる測量機器を用いた測量法
※ＧＮＳＳ法…人工衛星から発射される信号を用いて位置測定等を行うシステムを用いた測量法



都市部でのTSを使った測量風景

ＭＭＳを活用した新手法と従来手法（２）

MMSの車両

車内
IMU

GNSS

前方画像撮影

全方位画像撮影

高精細３Ｄレー
ザデータ取得

後方路面
画像撮影

距離計による
自車位置測定

都市部でのTSを使った測量風景

現地に測量機器を設置し、１点毎に座標値の測量を実施 計測機器を搭載した車両で走行しながら測量を実施

現地作業 ３０～４０日 現地作業 ３～４日

従来手法 新手法



ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）とは

前方画像

ＭＭＳ計測機器 前方画像

全周囲カメラ

３次元レーザ点群

後方画像 左側画像

ＭＭＳ計測データイメージ
画像とレーザ点群による

右側画像

調査車両、計測データ



令和２年度効率的手法導入推進基本調査
～北立誠・一身田地区～

実施区域
上浜町三丁目
上浜町四丁目
上浜町五丁目
一身田中野

面積：0.68㎢

実施期間

令和２年９月下旬

令和３年２月下旬

効率的な地籍調査
手法の導入により、
地籍調査のさらなる
円滑化・迅速化が
期待されます！

検証の結果、
精度確認が出来れば

三重短期大学

近鉄
江戸橋駅

一身田中学校

三重県
津庁舎

北立誠小学校～



地籍アドバイザーとは

地籍調査に関する高度な知識を

持った専門家で構成され、地籍調

査の実施におけるアドバイスや講

習会での講師などの支援を行う。

津市職員が地籍アドバイザーに登録されました！
※登録先：国土交通省 登録者数：９５名（うち三重県２名）

津市長が三重県国土調査推進協議会委員長に就任！

令和２年５月１２日に開催された総会において、国土調査事業の推進を目的に
県及び市町等で組織する三重県国土調査推進協議会の委員長に選任されました。

津市の地籍調査への取り組みが認められました

所 属 建設部用地・地籍調査推進課

氏 名 山田 貴之（地籍調査推進担当副主幹）

経 歴 地籍調査業務（通算１１年）

平成15～21年度 平成28年度～現在



映画とタイアップした
シティプロモーションを展開！

１０月２日（金）公開
映画「浅田家！」

第１弾

令和２年９月１日



写真家・浅田政志が４人の家族を被写体に、様々なシチュエーションでコスプ
レして撮影し、ユニークな家族写真を収めた写真集「浅田家」と東日本大震
災の津波で汚れてしまった写真を洗浄し持ち主に返すボランティア活動で作
業に励む人々を撮影した「アルバムのチカラ」を原案に実話に基づき制作され、
「家族」を撮り続けた一人の写真家と彼を支えた家族を描いたこの秋一番の
感動作です。

イントロダクション

映画「浅田家!」について

出演：二宮和也、妻夫木聡、黒木華、菅田将暉、風吹ジュン、平田満
監督：中野量太、企画・プロデュース：小川真司
原案：浅田政志『浅田家』『アルバムのチカラ』（赤々舎刊）
製作：東宝映画、ブリッジヘッド、パイプライン、配給：東宝

作品概要
にの みや かず なり つま ぶ き さとし くろ き はる す だ まさ き ふぶき ひら た みつる

あかあかしゃ



映画「浅田家！」は、津市出身の写真家・浅田政志と、彼の写真集を
原案に、実話に基づき制作された映画。
津市は、ロケが行われただけではなく、劇中でも実名で登場し、映画の

公開をＰＲの好機と捉え、官民一体となったさまざまなプロモーションを展開。

公開日 １０月２日（金）

市内のロケ地 高田本山専修寺、中消防署、津ヨットハーバー、
津新町駅など

1979年7月生まれ、三重県津市出身。日本写真映像
専門学校研究科卒業。関西にて浅田政志写真展「浅田家」ほか個展を多
数開催し、09年に写真集「浅田家」第34回木村伊兵衛写真賞を受賞（08
年度）。「浅田家」のほか、東日本大震災の津波で汚れてしまったアルバム
や写真を洗浄し、元の持ち主返す活動をする人々を約２年間に渡って撮影
した「アルバムのチカラ」など話題作を多数発表。

浅田政志とは

映画「浅田家!」について



・映画の持つ世界観、認知度を活用した
PRを行うことができる。
・出演タレントやキャラクターの肖像を使用
することができる。
・映画公開に合わせ、テレビや雑誌など様々
なメディアに取り上げられ、その波に乗った
全国規模のシティプロモーションができる。

映画作品タイアップのメリット

東 宝
（ＴＯＨＯ
マーケティ

ング㈱）

津 市

三重県 企 業
タイアップ!

① 浅田家！×津市 タイアップポスターの作成・掲示
② 三重県・企業等とタイアップしたパネル展「浅田家！展

－ファインダーの向こう側、津市。－」の開催
③ 三重交通とタイアップした広報事業
④ 浅田家！×津市 特設ホームページの開設
⑤ 二宮和也メッセージ付き「浅田家！」予告編の放映、

シティプロモーションカード、ノベルティ、のぼりの作成

映画とのタイアップについて



タイアッププロモーション①

浅田家！×津市 タイアップポスターの作成・掲示

・自治会掲示板への掲示を依頼（広報津９月１日号同時配布）

・観光協会、物産振興会を通じて市内事業者などに掲示を依頼

・県を通じて県内施設などに掲示依頼

・県下全てのファミリーマートに掲示

・イオンシネマ津南、イオンモール津南などのデジタルサイネージで放映

・東海地区の映画館への掲示を依頼

津市×TOHOマーケティング㈱

TOHOマーケティング㈱とタイアップした
映画『浅田家!』ポスター、ＰＲシールを作成

ＰＲシール



パネル展 「浅田家！展
－ファインダーの向こう側、津市。－」の開催

タイアッププロモーション②-１

・映画案内やロケ写真などのパネルを展示
・撮影で使われた消防車両や防火服、その他小道具の展示
・予告編の映像放映 など
※展示内容は、施設によって異なります。

内 容

「浅田家！」案内パネルを常設し、「浅田家！」と津市のＰＲを
行うとともに、映画もＰＲ。

設置場所：市本庁舎、イオンモール津南、イオンシネマ津、
イオンシネマ津南、道の駅津かわげ など

その他、案内パネルの常設



パネル展 「浅田家！展
－ファインダーの向こう側、津市。－」の開催

市内の商業施設・文化施設・観光地等に、映画『浅田家！』および
津市のロケ地に関する展示等を行い、津市を広くＰＲ

タイアッププロモーション②-２

日 程 会 場

9月6日（日） イオンモール津南

9月8日（火）～30日（水） 三重県総合博物館ＭieＭu

10月１日（木）～7日（水） 津市久居アルスプラザギャラリー

10月９日（金）～25日（日） 高田本山専修寺

11月21日（土）～29日（日） 津なぎさまち内高速船ターミナル



三重交通とタイアップした広報事業

タイアッププロモーション➂

９月上旬から順次、県内を走る三重交通の路線バスの
車内広告にて『浅田家！×津市×三重交通』のタイアッ
プポスターを掲示しＰＲ

※広告費、印刷費は三重交通により負担

約５００台

津市×三重交通

台 数



特設ホームページの開設

タイアッププロモーション④

津市ホームページ内に「浅田家!」の予告編、
ロケ地情報を掲載した特設ページを開設！

津市×TOHOマーケティング㈱

９月１日11時 公開！

≪ 広報つ！≫ ≪津市行政情報番組≫≪津市公式Facebook≫

他にも、広報誌、ホームページ、ケーブルテレビ、ラジオ、
ＳＮＳ、プレスリリースを通して全国へ情報を発信！

映画「浅田家！」



その他のプロモーション

・主演の二宮和也さんによる津市民への
呼び掛けメッセージ付きの「浅田家！」
予告編を、市本庁舎、イオンモール津南、
イオンシネマ津南、津エアポートライン高
速船内などで放映（９月上旬予定）

・シティプロモーションカードを作成して市
職員から「浅田家！×津市」をＰＲ

タイアッププロモーション⑤-1

津市×TOHOマーケティング（株）

津市×TOHOマーケティング（株）

シティプロモーションカード(イメージ)



その他のプロモーション

・三重県産３種類のお茶をつ
めたノベルティグッズをパネル
展等イベントで配布
※お茶は三重県より提供

・ 「浅田家！×津市」のぼり
を作成し、イベントや市内各
所で掲示し、まちをあげてＰＲ

タイアッププロモーション⑤-2

津市×三重県×伊勢茶推進協議会

津市×TOHOマーケティング（株）

のぼり（イメージ）

ノベルティグッズ（イメージ）


	①新型コロナウイルス感染症対策　9月1日開催　津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第43回）開催結果
	①会議資料
	②特別定額給付金　R2.9.1　定例記者会見 【最終】
	➂アルスグランドオープン
	④（確定） 国の効率的手法導入基本調査を津市で実施！
	⑤●20200824現在_浅田家!_津市プロモーション 9



