
三重県知事への
要望の実施について

令和２年１０月２０日



三重県庁３階 プレゼンテーションルーム

令和２年１０月２７日（火） 午前９時５５分から

三重県知事への要望

日時・場所

要 望 項 目

１．令和３年度当初予算における新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金の十分な確保

３．地域経済対策としての公共投資の追加措置

２．新しい時代の学びの環境における少人数学級編制の
推進

４．感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的取り扱いの抜本的見直し



令和２年１０月２０日

「１１９番の見える化」
～１１月９日から津市消防本部で

実証試験スタート～

映像通報

システム



導入背景

・ １１９番受報件数は、年々増加し、約半数が携帯電話からの通報
・ 携帯電話からの通報の場合は、ＧＰＳに誤差が生じるため、位置の特定
に時間を要する場合がある
・ １１９番通報者は、音声だけでは災害現場の状況を説明することは難しい
・ 指令センターからの応急手当などの口頭指導がわかりにくい場合がある

119番通報
（スマートフォン）

指令センター

対応導入後

①119番通報
（音声）

②映像送信の依頼
（音声）

③撮影内容の送信・確認
（ライブ映像）

119番通報 指令センター

対応導入前

①119番通報
（音声）

②通話内容の確認
（音声）

音声の１１９番通報では、災害現場の状
況を説明することは難しく、情報の把握
に時間を要していた 映像をプラスし、情報の把握が容易に

映像をプラスした１１９番通報システムの概要

映像をプラスした
119番通報

県内初



試験期間 令和２年１１月９日～令和３年３月３１日

実証試験の概要

・システム、サーバーの最適化の検証
・効果的な運用方法の検証
・各種データの分析

事業者

・システム導入に伴う効果や課題点の抽出
・本格運用に向けての指令員の習熟
・効果的な運用方法の検証
（令和３年１月中旬に中間検証を実施）

津市消防本部

期待される効果

火災 ・火災現場の状況（規模感、延焼の有無・方向等）が把握でき、火災被害の軽減につながる

救急
・傷病者の状態を見ながら、正確な心肺蘇生法などの口頭指導が可能に
・送信された映像から、対処法を容易に伝えることが可能に

救助
・交通事故現場では、現場映像を確認できることで、傷病者の状態の緩和につながる
・山岳救助の現場では、傷病者の位置の特定やヘリ活動への支援が可能に

大規模災害 ・災害の規模や状況を把握することができ、現場活動における判断基準に有効

イベント(国体等) ・地理に不慣れな方とのやり取りも円滑に

その他 ・聴覚障がい者との意思疎通が円滑に



①
スマートフォンに
よる１１９番通報

ライブ映像の送信依頼

（ショートメッセージでＵＲＬを送信）

③
注意事項を確認

タップ

②
ＵＲＬを確認
タップ

④
撮影開始
タップ

ＵＲＬ📞１１９ 注意事項 撮影開始

ご利用について

・アプリなどのダウンロードや事前登録は必要ありません
・フィーチャーフォンはこのシステムを利用できません

システムの使い方



映画とタイアップした
シティプロモーションを展開！

絶賛上映中
映画「浅田家！」

第３弾

令和２年１０月２０日



映画「浅田家！」興行成績

映画「浅田家！」に関するメッセージ

・生まれ育った津市をスクリーンで観てとても感激しました。笑いあり、
涙ありのすごく素敵な映画。子々孫々まで語り継ぎたいです。（津市）
・見慣れた街が大きなスクリーンに映しだされてるなんて‥来年はこ
の街で国体が開催されますよ。週末は劇場へ急げ～。（津市）
・“ただいま”が脳にこびりついて離れません。当たり前の言葉。だけど、
かけがえの無い大切な言葉。津弁マスト！(津市）
・高齢者のためコロナに感染しないよう気を付けていたので、映画館
が本当に久しぶりのお出掛けでした。映画にも、スクリーンに映る津
市にも感動しました。（津市）
・嵐ファンの中でも津市の評判がとても良くて、一市民としても誇らし
いです。（津市）
・コロナ禍でも、市内で安全に楽しめるイベントをたくさん企画してくれ
てありがとうございます！津市がもっと好きになりました。（津市）
・「浅田家！」のＰＲが始まって以来、パネル展やロケ地巡りに５回以
上津市に訪れました。二宮さんファンだった私は、いつの間にか「津
市」のファンにもなっていました。（四日市市）

・パネル展を観に、津までドライブしました。次回はロケ地マップを観な
がら、津のうなぎ屋さんに行きたいです。（愛知県）
・以前訪れたことのある記憶の中の津市は、スクリーン上でさらに素
敵でした！また遊びに行きます！（奈良県）
・愛知県の実家へ帰る際に、津市へロケ地巡りに寄りたいです。帰省
の楽しみが１つ増えました。（群馬県）
・「浅田家！」の中の津市の風景、愛おしいほど素敵でした！早くコロ
ナが終息して、津に遊びに行きたいです。（石川県）
・パネル展、とても素敵でした。飛行機に乗って来たかいがありまし
た！ゆっくりロケ地巡りにも訪れたいです。（宮城県）
・ロケ地巡りとパネル展を兼ねて津市へツーリング。映画も津市で見ま
した！（神奈川県）
・映画を通して津市を知れてよかったです。コロナが落ち着いたらぜひ
友人と遊びにいきたいと考えています（広島県）
・郵送してもらったロケ地マップを大切にしています。コロナが落ち着
いたらゆっくりと津市へ遊びに行きます。（北海道）

✓邦画初の快挙！ワルシャワ映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞

✓全国週間映画ランキング 第１位 （１０月３日～９日分、興行通信社調べ）

✓津市内のシネコン２館が全国動員ランキング１０位以内に(10月２日～18日分)

※上映中の全国３４３映画館中、TOHOシネマズ梅田に次いでイオンシネマ津南第２位、イオンシネマ津第９位



お越しいただいた方の声
・ロケ地巡りで専修寺へ。映画で見て大きいと思ったけど、
実物も大きかった！
・９月にロケ地巡りで訪れた専修寺は、想像以上に壮大で
びっくりしました。映画を観てまた行きたくなっています。

お越しいただいた方の声
・中消防署にロケ地巡りに訪れたとき、消防士
さんがとても丁寧で優しかった。
・ロケ地巡りに対応してもらえうれしかった。
・ロケ地マップを片手に、
阿漕浦海岸、堤防、専
修寺を散策。ライブハウ
スや中消防署は車内か
ら。一日中楽しめた！

・約40人が来署（10/15現在）
・愛知・滋賀・大阪など県外から来られる方も
・劇中に登場する消防車を撮影する人も多い
・映画を見た後、そのまま来た人も！
・来られた方には、消防の啓発グッズも渡すなどし
て消防のPRにもつなげている

高田本山専修寺(ロケ地)

パネル展

・参拝者数は普段の２～３倍
・フォトプロップスで撮影される方も
・幅広い年齢層にお越しいただいている
・東京から来た方は、「二宮くんと同じ空気に触れたい」という
ことで、撮影した場所を聞かれる

中消防署(ロケ地)

【来場者】
・イオン津南 （１日間） ５,０００人
・三重県総合文化会館MieMu （２３日間） １１,０００人
・久居アルスプラザ （６日間） ７,０００人
・イオン東員 （１日間） ２,５００人

たくさんの方が津市にお越しいただいています！



タイアッププロモーション①

写真家・浅田政志氏による
トークイベント＆写真集販売・サイン会

開催日時 １１月２８日（土）

開催場所 高田本山専修寺高田会館ホール

スケジュール トークショー：１７時～１８時３０分

写真集販売・サイン会：１８時４０分～

募集人数 １５０人 ※三重県内に在住・在勤・在学の人

入場料 ５００円（高校生以下無料）

申し込み方法 ＦＡＭＩＥホームページより

津市×浅田政志×株式会社ＦＡＭＩＥ

浅田さんの写真集や作品の話を中心とした
トークイベント。撮影秘話なども聞けるかも



JRさわやかウォーキングと連携
映画「浅田家！」の舞台 津のまん中ウォークの開催

タイアッププロモーション②
津市×ＪＲ東海

開催日 １１月２３日（月・祝） 小雨決行

参加費 無料 （事前申し込み不要）

受付時間 午前８時３０分から１２時５分まで

受付場所 津駅東口（ＪＲ側）前

コース 津駅 → 津偕楽公園・ＳＬ広場 →比佐豆知神社

→ 津観音寺（ロケ地） → 大門大通り商店街（ロケ地）
→ 津なぎさまち ※「浅田家！展」開催中(先着500人に

ノベルティグッズをプレゼント）
→ 中消防署（ロケ地） → 観音橋 → 丸之内商店街
→ お城公園（ロケ地） → 高山神社 → 四天王寺
→ 津駅 （距離約９.７ｋｍ、所要時間 約２時間３０分）

問い合わせ 商業振興労政課 電話：０５９－２２９－３１６９

劇中で
使用された
消防車両も
登場



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

ロケ地を路線バスで巡る
コースを紹介した
バスマップを配布中！

配布場所
三重交通のバスきっぷ売場、各営
業所、津市観光協会、三重観光
連盟、市本庁舎、イベント等
（三重交通ホームページからも
ダウンロードできます）

※印刷費は三重交通により負担

津市×三重交通

問い合わせ 三重交通 電話：０５９－２３３－３５０１



観光タクシーで行く 浅田家！ロケ地めぐり

タイアッププロモーション④-1

貸し切りの観光タクシーで、津市内の「浅田家！」
ロケ地を巡るキャンペーンがスタート！

津市×株式会社三重トラベル×津市観光協会

・周遊コースは、ロケ地となった高田本山専修寺をはじめ、
「浅田家！ロケ地マップ」に沿って利用者が目的地や滞在
時間を自由に決めることができる。
・ランチ付きのプランで、津名物のうなぎをご用意。
・Go To トラベル事業の対象であるため、旅行代金に割引
が適用され、地域共通クーポンももらえる！

三重トラベルと提携するタクシー運転手を対象に、津市広報課
職員によるロケ地情報や撮影時の裏話などの講習を実施。
満足度の高い「ロケ地ツアー」の実現をサポートします。



観光タクシーで行く 浅田家！ロケ地めぐり

タイアッププロモーション④-2
津市×株式会社三重トラベル×津市観光協会

モデルコース（所要時間 ５時間）
近鉄 津駅（10：00） → 高田本山専修寺 → 津名物！うなぎのランチ
→ 市内ロケ地 → 地域共通クーポンでショッピング → 近鉄 津新町駅(15:00)

費 用

申し込み・問い合わせ
三重トラベル 電話０５９－２２８－８１８１

旅行代金
（A）

Go To トラベル
支援額（B）

お支払い実額
（A）ー（B）

地域共通
クーポン

４名参加（１人あたり） ９,０００円 ３,１００円 ５,９００円 １,０００円

３名参加（１人あたり） １１,０００円 ３,８００円 ７,２００円 ２,０００円

２名参加（１人あたり） １５,０００円 ５,２００円 ９,８００円 ２,０００円



問い合わせ先

政策財務部 広報課
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3361
ＦＡＸ：059-229-3339

津市ホームページ：

https://www.info.city.tsu.mie.jp/

映画「浅田家！」
大絶賛 上映中！！
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