
令和4年7月22日

新型コロナワクチン接種

3・4回目ワクチンの接種状況



3回目接種回数 17万1,615回

3回目接種率 ※ 62.2％

3回目接種券発送数 21万3,803通
接種券発送数に対する
3回目接種率 80.3％

2回目接種回数 22万4,706回
2回目接種回数に対する
3回目接種率 76.4％

参考

※全人口27万6,072人（令和3年1月1日時点）に対する接種率

3回目接種状況

3回目接種状況について（7月20日時点）

65歳以上接種回数 7万3,890回

65歳以上接種率 ※ 90.7％

12～64歳接種回数 9万7,094回

12～64歳接種率 ※ 57.7％

3回目接種状況

※65歳以上人口8万1,487人（令和3年1月1日時点）に対する
接種率

※12～64歳人口16万8,353人（令和3年1月1日時点）に対する
接種率

全人口に対する接種状況 2回目接種完了者に対する接種状況

10代
30.2％

20代
47.7％

30代
49.8％

40代
57.5％

50代
75.3％

60代
83.8％

70代
91.4％

80代
93.4％

90代
93.5％

100代
87.6％

各年代の3回目接種状況



3・4回目ワクチンの接種状況

個別接種

接種協力医療機関一覧
二次元コード

• ファイザー or 武田／モデルナ 64
• ファイザー 75
• 武田／モデルナ 1

接種可能な医療機関数（7月20日時点） 接種協力医療機関一覧はこちら➡

合計 140

集団接種

予約
開始日

津市
接種日

津センターパレス 久居インターガーデン 合計

３回目 ４回目 計 ３回目 ４回目 計 ３回目 ４回目 接種数

7月11日

7月16日（土） 31 269 300 45 155 200 76 424 500

7月17日（日） 74 226 300 20 180 200 94 406 500

7月21日（木） 77 223 300 45 155 200 122 378 500

計 182 718 900 110 490 600 292 1,208 1,500



集団接種予約状況について（7月22日9時30分時点）

予約
開始日

津市
接種日

津センターパレス 久居インターガーデン 合計

予約枠残り 予約枠残り 予約枠残り

7月16日

7月23日（土） 0 0 0

7月24日（日） 0 0 0

7月21日

7月28日（木） 85 0 85

7月30日（土） 178 0 178

7月31日（日） 547 237 784

8月 4日（木） 163 113 276

8月 6日（土） 170 151 321

計 1,143 501 1,644



国・県の
問い合わせ先

⚫ ワクチン接種前後の副反応に関する質問・相談 新型コロナウ
イルスワクチン副反応相談窓口 Tel:059-224-3326

⚫ ワクチン接種に関する質問・相談 みえ新型コロナウイルスワクチ
ン接種ホットライン Tel:059-224-2825

⚫ ワクチンの有効性・安全性など制度全般 厚生労働省新型コロ
ナワクチンコールセンター Tel:0120-761-770

⚫ 医療機関の接種予約状況など総合案内サイト
コロナワクチンナビ

予約先

【集団接種】
⚫ 津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(コールセンター)

Tel:0120-059-550
⚫ 津市新型コロナワクチン接種予約サイト
【接種協力医療機関での個別接種】
⚫ 各医療機関に予約 接種協力医療機関一覧

コロナワクチンナビ

津市接種予約サイト

相談窓口など



問い合わせ

健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種推進室
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3353
ＦＡＸ：059-229-3346



住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業

令和４年７月２２日

新たに令和４年度住民税非課税となった
世帯へのプッシュ型給付の実施

重

要

「住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金」関係書類在中

３

料金後納

郵 便

開封前に宛名をご確認ください。

７月２２日 確認書を発送・申請書の受付開始



住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業

コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 （令和３年１１月１９日閣議決定）

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」
（令和４年４月２６日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議決定）

真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できてい
ない世帯に対して、令和４年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図る

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮
らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり１０万円の現金を給付

令和４年７月１日時点 27,404世帯に支給済み

(1)住民税非課税世帯
基準日（令和３年１２月１０日）において本市に住民登録

があり、世帯全員の令和３年度分の住民税が非課税である
世帯

【プッシュ型・申請方式】 (2)家計急変世帯
令和３年１月以降において、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、(1)の世帯と同様の事情にある
と認められる世帯

【申請方式】

新たに令和４年度住民税非課税となった世帯が対象 （既に給付金の支給を受けた世帯を除く）

(1) 住民税非課税世帯
基準日（令和４年６月１日）において本市に住民登録が

あり、 世帯全員の令和４年度分の住民税が非課税である
世帯

【プッシュ型・申請方式】 (2)家計急変世帯
令和４年１月以降において、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、(1)の世帯と同様の事情にある
と認められる世帯

【申請方式】

令和３年度

令和４年度



給付の概要

給付対象 給付の要件 給付方法 対象外となる場合

令和４年度住民税
非課税世帯

世帯全員の令和４年度住民税
が非課税の世帯
（未申告者がいる世帯を含む）

プッシュ型で「確認書」を郵送
「確認書」には定額給付金の口
座情報を印字

令和３年度の給付対象となった
世帯（家計急変世帯による給付
金を受給済みの世帯を含む）

令和４年度住民税
非課税世帯のうち
「確認書」が届かな
い世帯

上記の世帯で世帯の中に令和３
年１２月１１日から令和４年６月
１日までの間に津市に転入した
人がいる世帯等

「申請書」による申請が必要

※令和４年１月１日時点で津市
に住民登録がない場合は令
和４年度住民税非課税証明
書が必要

令和３年度の給付対象となった
世帯（家計急変世帯による給付
金を受給済みの世帯及び他市
区町村での受給も含む）

家計急変世帯

令和４年１月１日以降に新型コ
ロナウイルス感染症の影響で収
入が減少し、住民税非課税相当
となる世帯

「申請書」による申請が必要

給 付 額 １世帯当たり一律１０万円 予算額 ４億２，０００万円



給付対象となる世帯

① 令和３年１２月１０日に住民登録がある世帯（住民登録はないが、日本国内で生活し

ている者を含む）であること

② 令和４年６月１日に津市に住民登録があり、世帯に属する全ての世帯員が、令和４

年度住民税非課税であること

③ 世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯では

ないこと

④ 令和３年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となった世帯、既に臨時特別給

付金を受給している世帯（他市区町村からの支給も含む）ではないこと

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降に家計が急変し、世帯全
員が「令和４年度分住民税非課税世帯」と同等の収入見込となった世帯（住民税が課
税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く）で、既に臨時特別給付金を受
給している世帯（他市区町村からの支給も含む）ではないこと

令
和
４
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

家
計
急
変
世
帯

対象見込み4,000世帯

対象見込み 200世帯

次の①から④を全て満たす世帯



令和４年度住民税非課税世帯

世帯の全ての方が令和３年１２月１０日
以前から津市にお住まいの場合

津市で確認できた世帯に対して
津市から確認書を送付しますので

同封の返信用封筒にて返送してください

７月２２日から
確認書を発送開始

（提出期限は令和４年１０月２１日まで）

世帯の中に令和３年１２月１１日以降
に転入した方がいる場合等

申請書を市ホームページから
ダウンロードして提出してください

※ 福祉政策課及び総合支所市民福祉課（福祉課）
窓口にも配置します

７月２２日から
申請書の受付開始

（申請期限は令和４年１０月２１日まで）

【申請による支給】【プッシュ型の支給】
※ ＤＶ被害者等申請が必要な世帯もあります

（確認書の発送と申請書の受付）



所得
要件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降の家計が急変し、
世帯全員が下記の「所得要件」に該当する世帯

給与明細等の収入や所得額がわかる書類等を添付の上、申請書の提出が必要となります

≦

年間収入（所得）見込額を算定

令和４年１月から

令和４年９月までの

申請月に近接した

１か月の収入（所得）

×12

収入見込額の算定例

家計急変世帯

※家計急変世帯については、福祉政策課及び総合支所市民福祉課（福祉課）窓口で
令和４年９月３０日まで受付を行います

世帯状況 非課税所得限度額 給与収入水準

単身 41.5万円 96.5万円

配偶者・扶養親族
（１名）を扶養

91.9万円 146.9万円

配偶者・扶養親族
（計２名）を扶養

123.4万円 187.9万円

障がい者、未成年者、
寡婦、ひとり親

135万円 204.3万円

※ 世帯全員がこの所得要件に該当する必要があります



問い合わせ窓口問い合わせ窓口

“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

健康福祉部 福祉政策課
（住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口）

本庁舎８階 ８１会議室
電話番号 ０５９－２２９－３１５２

※令和４年８月３１日までの臨時窓口となります
※令和４年９月１日以降は、本庁舎１階の福祉政策課が窓口
となります

内閣府臨時特別給付金コールセンター
電話番号 ０１２０－５２６－１４５
受付時間 ９時～２０時 （土・日曜日、祝・休日を含む）



新規採用試験(９月試験・障がい者対象)・
職務経験者採用試験を実施

令和４年度 津市職員採用試験

令和４年７月２２日



令和４年度津市職員採用試験のスケジュール
▶試験種別・試験日程・募集職種等

試験種別 第１次試験日 募集職種

新規採用試験
（６月試験）

６月１９日

新規採用試験
（９月試験）

９月１８日

新規採用試験
（障がい者対象）

１０月２３日
事務職

職務経験者採用試験 ９月２１日締切
※エントリーシートによる書類選考

事務職 技術職

職務経験者採用試験
（障がい者対象）

９月２１日締切
※エントリーシートによる書類選考

事務職

事務職 技術職（土木・電気） 保育士
技能員（清掃員等・調理員）

消防職 幼稚園教諭

事務職 技術職（土木） 保健師

会場：アスト津
津センターパレス

会場：市役所本庁舎

実施済



募集職種 採用予定人数

事務職 ６人程度

事務職（障がい者対象） １人程度

技術職（土木） ３人程度

技術職（電気） １人程度

保育士 ８人程度

令和４年度 新規採用試験（９月試験等）の概要①

▶募集職種・採用予定人数（※）

採用予定人数 計４１人程度
※上記人数のほか、６月試験において事務職２０人程度、技術職（土木）３人程度、保健師２人程度の計２５人程度
を採用予定（第１次試験 ６月１９日実施済、第２次試験 ７月１６日～１８日実施済）

※最終合格は令和４年９月初旬に発表予定

募集職種 採用予定人数

技能員（清掃員等） １０人程度

技能員（調理員） ２人程度

消防職 ８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、
ケース記述試験等

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４年度 新規採用試験（９月試験等）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

日事務職等

最終合格発表 １２月上旬 （事務職（障がい者対象）は令和５年１月中旬）

事務職（障がい者対象） １０月２３日日

事務職（障がい者対象）

事務職等

事務職（障がい者対象）

１２月９日

１月 ６日

金

金

事務職等



【 津市のメリット 】

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

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

平成２７年度から職務経験者を採用 （計５８人）

職務経験者採用試験の実施

※職種内訳 事務職４１人（障がい者採用１人含む）、技術職（土木）８人、技術職（建築）３人、
看護師４人、言語聴覚士２人

津市へのＵ・Ｉ・Ｊターン就職や
転職を望む声

新規職員採用試験には
年齢制限（３５歳以下）が存在



障がい者にあっても広い年齢層の方が多様な働き方を選択できる機会を創出

① 障がいを持ちながら、即戦力としての活躍が期待される人材確保
② 津市障がい者雇用率の法定雇用率達成に向けた取り組みの強化

新規採用職員

•フルタイム

•３５歳までの方

職務経験者採用職員

•フルタイム

•３６歳～５９歳の方

会計年度任用職員

•短時間勤務

•年齢不問

職務経験者採用試験において「障がい者対象」枠の創設

職務経験者採用（障がい者対象）試験の実施

職務経験者採用試験（36歳～59歳）では
障がい者も受験可能であったものの、
障がいをお持ちの方が受験しづらかった

新規採用者採用試験（障がい者対象）では
年齢制限が存在し、35歳までしか受験でき
なかった

【 津市のメリット 】

令和３年度



募集職種
採用予定

人数

受験資格

資格 職務経験 年齢

事務職

２人程度

-

３年以上

（技術職につ
いては、その専
門分野業務へ
の職務経験に
限る。）

３６歳から
５９歳まで

（令和５年
４月１日時点）

技術職

事務職
（障がい者対象）

１人程度 -

※ 職務経験は平成２９年４月１日～令和４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４年度 職務経験者採用試験の概要①

採用予定人数 計３人程度

専門課程の履修者 または

専門分野に関する有資格者
（例）

・土木 【１・２級土木施工管理技士】

・電気 【１・２級電気工事施工管理技士】

・機械 【１・２級管工事施工管理技士】 など

※



令和４年度 職務経験者採用試験の概要②

⚫ ＩＣＴやＤＸに係る知識や技術及び経験を持った人材

⚫ 法務知識に精通し、法律事務所や企業等の法務部門で従事した経験を有する人材

⚫ 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

⚫ 主任介護支援専門員や社会福祉士などの福祉に関する資格を有し、高齢者や障が
い者の相談業務や地域包括的支援業務への従事経験を有する人材

⚫ 公認心理師または臨床心理士の資格を有し、病院や施設などで相談業務や心理検
査業務への従事経験を有する人材

⚫ 土木工事や電気・機械設備工事などに関する専門知識や資格を有し、設計・施工管
理業務などの従事経験を有する人材

※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



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２９日 （予定）

口述試験（個人面接） １１月１９日第３次試験

▶ 試験方法・日程

８月１日 から９月２１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したエントリーシートで選考

令和４年度 職務経験者採用試験の概要③

土

月 水

最終合格発表 １１月下旬

（予定）

土

内容等



３８歳大学卒 （職務経験１６年） の場合

年 収 ： 約５３０万円
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等により異なります。

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。



新規採用試験（９月試験・障がい者対象）

受付期間

受験案内配布・受付

令和４年８月１日 ～ 令和４年８月２６日

令和４年８月１日 ～ 令和４年９月２１日

職務経験者採用試験

月 金

月 水

インターネットで２４時間申込可能！
※ ＷＥＢ環境のない場合は、郵送で対応します。

受験案内
入手方法

令和４年７月２５日 から配布開始月

人事課、案内（市本庁舎１階）、消防総務課、
教育総務課、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

右記の窓口において配布

津市ホームページからダウンロード



いよいよ開催
第６９回津花火大会２０２２
～Withコロナ時代のプロローグ～

令和４年７月２２日



第６９回津花火大会２０２２について

開催日時 令和４年７月３０日（土）午後８時～８時３０分

プログラム ８シリーズ

打上発数
約３，０００発
※遠方からの観覧も可能となるよう、高く打ち上げる大玉花火を
多用する構成としています。

協賛金 １３,６８３,０００円（令和４年７月２２日現在）

※予算額10,000,000円

※コロナ禍の非常に厳しい経済状況の中、多くのご協賛をいただき
厚くお礼申し上げます。



花火大会プログラム シリーズ１・２

Ｓｅｒｉｅｓ１
オープニング～おまたせしました～

３年ぶりのオープニングは、国内有名花火師
が手掛けた花火玉をじっくりご覧ください

Ｓｅｒｉｅｓ２
煌めく光の花々

涼しげな点滅花火が津の夜空を
煌びやかに彩ります



花火大会プログラム シリーズ３・４

Ｓｅｒｉｅｓ４
天までとどけ

一人一人の想いを花火にのせて天高く

Ｓｅｒｉｅｓ３
笑顔と元気の街 津
津の街から世界へ
「平和の象徴スマイル」で
元気と笑顔を届けます



花火大会プログラム シリーズ５・６

Ｓｅｒｉｅｓ６
全部、青い。

2018年以来、４年ぶりの全部青い！
コロナ禍の医療従事者の皆様へ、
感謝の気持ちを込めて全面青色花火

Ｓｅｒｉｅｓ５
夜空のマジックショー

様々に変化する不思議な花火で
津の夜空が劇場に



花火大会プログラム シリーズ７・８

Ｓｅｒｉｅｓ７
尺玉１０発一斉打ち

芸術花火Ｂｅｓｔセレクション

競技会受賞の芸術玉と海面まで
届く３段咲きの大仕掛け

Ｓｅｒｉｅｓ８
未来へ続け！黄金大瀑布
津花火大会恒例の夜空を埋め尽くす
大スターマインが３年ぶりに復活！！



徒歩での海岸へのアクセス～どこからでも綺麗に観覧いただけます～

シャトルバス
乗降場所から

（津駅・サオリーナから）

ボートレース津
駐車場から

津新町駅
方面から

阿漕駅
方面から

〇津市産業スポーツセンター（サオリーナ） ⇔ 津花火大会臨時バス停
〇津駅東口３番のりば ⇔ 津花火大会臨時バス停

◇往路運行 １８：００～２０：００ ◇復路運行 ２１：３０頃最終
シャトルバス



車両の交通規制について



感染対策について①

対策項目 具体的な内容

マスクの着用
観覧中は、原則としてマスクの着用をお願いします。
熱中症の危険がある場合などやむを得ずマスクを外す場合は会話を控え
るなどの対策をお願いします。

身体的距離 観覧中も人と人との距離の確保に努めてください。

観覧基準

以下の事項に一つでも該当する場合は観覧をお控えください。

• 発熱（３７度５分以上）がある。

• 咳、喉の痛み、鼻水、頭痛、倦怠感、呼吸困難、味覚や嗅覚の異常な
どの症状がある。

• 新型コロナウイルスに感染し、医療機関や保健所から療養終了の判
断がでていない。

• 濃厚接触者として自宅待機中

• 家族等の同居者が濃厚接触者として自宅待機中

• 家族等の同居者に上記に該当する体調不良者がいる。



感染対策について②

対策項目 具体的な内容

飲食
熱中症対策のための水分補給以外の飲食や飲酒は控えてください。
今年は、ヨットハーバーに屋台の出店はありません。
近隣店舗にも、感染対策の徹底について依頼しています。

観覧方法
約３ｋｍある海岸を活用して、密になることなく分散して観覧しましょう！
また、今年の花火は全てを高く打ち上げるため、市街地などからの観覧も
推奨します。

ネット配信

今年は、津花火大会の初の試みとして「YouTube生配信」を行います。
自宅や会社など打ち上げ場所から遠く離れた場所からでも、ネット環境さ
えあれば花火を見ることができます。また、どうしても仕事などで見ること
ができない方でも、８月３１日まではいつでも見ることができます。

各自の取組 安心みえるLINEやCOCOAの事前登録をお願いします。



問い合わせ先

iPhone用 Android用

新型コロナウイルス接触確認
アプリ（COCOA) 安心みえるLINE

津花火大会実行委員会事務局（商工観光部観光振興課）
電話番号 059-229-3234
当日問い合わせ 050-3665-9650
ファクス 059-229-3335
E-Mail 229-3170@city.tsu.lg.jp 

YouTube Instagram

十分な感染対策を講じた上で、楽しく花火大会を観覧しましょう



1令和４年７月２２日

８月２８日 津市榊原温泉湯の瀬
リニューアルオープン

～オープンイベントを開催します！～



榊原温泉湯の瀬（愛称：ラムちゃんパーク）の施設

たき火棟
（オートキャンプ場）

露天風呂・水風呂 サウナ

バーベキュー棟
（広場・キャンプ場）

リフト付き
ジャグジー

客室（和室）

温浴棟 浴場

福祉型滞在施設

レストラン



１０：００～１２：００ 新聞、テレビ等メディア関係者

１３：００～１６：００ 市・県議会及び関連企業関係者

招待者内覧会

開催日 令和４年８月２０日（土）

受付場所 温浴施設フロント

エントランスホール 浴 場 廊下・ラウンジ 小上がりスペース



プレオープンイベント（温泉クラシカ）①

施設内覧会
（温浴棟・福祉型滞在施設）

施設の一般公開
ぜひ新しい湯の瀬をご覧ください（入浴はできません）

クラシックカー展示
（玄関前駐車場）

１９７０年代までに製造された貴重な自動車約２０台を展示
レトロ感のあるクラシックカーをお楽しみください

◼ 時間 １０：００～１６：００
（予約不要ですが、多数の場合、お待ちいただくことがあります）

◼ 時間 １０：００～１６：００ （試乗等はできません）
◼ 主催 （一社）榊原温泉振興協会

こいこいマルシェ
（広場・キャンプ場）

美味しいフードやスイーツを提供するお店やキッチンカーが
約１５店舗出店

◼ 時間 １０：００～１６：００
◼ 主催 （一社）榊原温泉振興協会

開催日 令和４年８月２１日（日）



プレオープンイベント（温泉クラシカ）②

地元 久居西中学校ブラスバンドと
市内を拠点に活動するダンスチーム
市内のおやじバンドが出演

こいこい
ローカルマーケット

（玄関前駐車場）

美杉地域まちづくり推進連絡協議会、三重県いなば園、
県立久居農林高校が農産物・加工品などを販売

◼ 時間 １０：００～１６：００
◼ 主催 榊原の地域振興を考える会

◼ 時間 １０：００～１３：００
◼ 主催 （一社）榊原温泉振興協会

こいこい
ショーケース
（玄関前駐車場）



時 間

場 所

式典内容

９：００～９：３０

◼ 司会進行 青山高校放送部

・主催者挨拶（市長、指定管理者）
・来賓挨拶・来賓紹介
・事業概要説明
・テープカット（湯の瀬玄関前）
※テープカットの後、入場を開始

玄関前駐車場特設ステージ
（雨天の場合は、施設内小上がりスペース）

リニューアルオープンイベント①

▶ オープニングセレモニー

開催日 令和４年８月２８日（日）



リニューアルオープンイベント②

催 し 物

玄関前特設ステージ （９：４０～１２：００）

◼ 打上時間 ２１：００～２１：３０
◼ 主催 榊原地区自治会連合会
◼ 協賛 ㈱OMIMO、榊原温泉旅館組合、湯元榊原舘、㈱咲楽、㈱マザーズ

▶ 催し物

・榊原かんこ踊り ・榊原湯の瀬太鼓
・青山高校（吹奏楽、太鼓）

・榊原の歴史展示
・榊原かんこ踊り展示

湯の瀬温浴棟２階会議室 （９：３０～２０：３０）

オープン記念花火



リニューアルオープンイベント③

土産物販売
榊原のお土産物を販売

✓ 榊原産古代米使用・久居農林高校の生徒発案の洋菓子が
新発売（ラ・ミシェット製造）

農産物販売

観光案内所

地元農家が生産した農産物を販売
✓ キャベツ、なす、きゅうりなど地元農家が丹精込めて育てた新
鮮な野菜を玄関前物販スペースで販売（㈱Ｔ＆Ｙフーズ）

榊原地域の観光案内所を設置
✓ （一社）榊原温泉振興協会が、温浴棟内に榊原地域全体を
案内する観光ワンストップ窓口を開設

▶ 物販などの開始



各施設の予約状況

福祉型滞在施設 オートキャンプ場 キャンプ場（水場棟）

令和４年７月２１日現在

施 設
8/28
（日）

8/29
（月）

8/30
（火）

8/31
（水）

9/1
（木）

9/2
（金）

9/3
（土）

9/4
（日）

福祉型滞在施設
（全１６部屋）

満室 満室
空き
15

空き
15

空き
15

空き
15

空き
16

空き
16

オートキャンプ場
（全１２区画）

空き
12

空き
11

空き
12

空き
12

空き
12

空き
12

空き
12

空き
12

キャンプ場
（全１７区画）

空き
17

空き
17

空き
17

空き
17

空き
17

空き
17

空き
15

空き
17



津市榊原温泉湯の瀬オープンイベントのお問い合わせ

みなさま、新しくなった「湯の瀬」を是非ご覧ください

招待者内覧会

指定管理者㈱マザーズ
052-583-6111（7月中）
059-252-1313（8/1～）

久居総合支所地域振興課
059-255-8846 または

059-255-8851

プレオープンイベント
オープニングセレモニー

久居総合支所地域振興課
059-255-8846 または

059-255-8851
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