
自治体オンライン手続推進事業

「いつでもオンライン申請」
２月１日からスタート

令和５年１月１０日



世界や時代の潮流を的確に捉えた未来の都市づくり

【現状】 【未来】

市民生活 行政手続

開庁時間に窓口で
手書きの申請を業務
システムへ手入力

市民生活 行政手続

いつでもどこでも
スマホで完結

オンラインで受領した
申請データを業務
システムへ自動反映

非対面

新しい生活スタイル

ギャップ ＤＸ

市民生活と行政手続のギャップを解消し、便利で効率的な行政運営
を目指します。

オンライン



新しいオンライン申請サービスの開始

市役所の窓口や電話、ＦＡＸ等で受付する以外に、お手持ちの
スマートフォン等から申請等ができる手続が拡大します。

令和５年２月１日より、新しいオンライン
申請サービスがスタート
（子育て・介護関係手続等については順次拡大予定）

いつでも どこでも 非対面で

オンラインで申請できること

・公共施設（40施設）の利用予約
・新型コロナワクチン接種予約
・空き家情報バンクの利用登録申込
・ふるさと納税申込受付
・津市図書館蔵書検索・予約

【現状】 【今後】

上記以外の手続については
窓口等で申請

様々な手続についていつでもどこでも
スマートフォン等で申請が完結します。



２月１日からご利用いただける主な手続等

８５の手続等がオンライン申請サービスからご利用いただけます。

● 犬の死亡届出
● 道路交通障害届
● 駐車場法に係る届出 など

暮らし

子育て・教育

● 出会い・結婚に関する個別無料相談会
● 子育て支援センターに関するアンケート
● 三重短期大学オープンカレッジの申込
● 津市ユニバーサルデザイン研修会等講師派遣の申請
● 日本語指導ボランティア養成講座への参加
● 津市図書館 蔵書検索・予約 など

健康・福祉

● 介護保険施設入退所連絡票
● 介護給付に係る過誤申立書
● 障害福祉サービス契約内容報告
● 元気アップ教室の参加申込
● 認知機能アップ教室の参加申込
● 新型コロナワクチン接種予約 など

● 罹災証明書の発行申請
● 消防計画作成（変更）届出
● 防火・防災管理者選任（解任）届出
● 防火対象物点検結果報告
● 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告
● 防災管理点検結果報告
● 危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請 など

防災・救急

仕事・産業

● 経営戦略セミナー・創業セミナー申込
● ビジネスカフェ申込
● 安濃ふれあい農園申込
● ニューファクトリーひさい工業団地排水施設の使用許可申請
● 竹破砕機借用申請
● ポータブルウインチ借用申請
● トラックスケール借用申請 など

● 記念樹配布申請
● 開発行為に関する工事着手届出
● 建築確認台帳記載事項証明交付申請
● 津市森林セラピー基地キャラクターロゴ使用届
● 空き家情報バンクの利用登録申込 など

まちづくり

文化・スポーツ

● 津市文化振興基金活用事業補助金申請
● 埋蔵文化財包蔵地照会

市政情報

● 甲種防火管理新規講習申込
● 乙種防火管理新規講習申込
● 甲種防火管理再講習申込
● 防災管理新規講習申込
● 津市ホームページに掲載するバナー広告の募集
● ふるさと津かがやき寄附（ふるさと納税） など

公共施設
● 公共施設の利用予約

※青字の５手続等は既にオンライン対応済の申請サービスです。



２月６日以降ご利用いただける手続等

２７の手続等（転出・転入手続や子育て・介護関係）がオンライン申請
サービスからご利用いただけます。

● 住民異動届（転出・転入予約）

暮らし

子育て・教育

【児童手当・児童扶養手当関係】
● 児童手当等 受給資格及び児童手当の額についての認定請求
● 児童手当等の額の改定の請求及び届出
● 児童手当等 氏名変更／住所変更等の届出
● 児童手当等 受給事由消滅の届出
● 児童手当等 未支払の児童手当等の請求
● 児童手当等に係る寄附の申出
● 児童手当等に係る寄附変更等の申出
● 児童手当等 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
● 児童手当等 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
● 児童手当等の現況届
● 児童扶養手当の現況届

【子育て関係】
● 教育・保育の給付認定の申請
● 保育施設等の利用申込
● 保育施設等の利用に係る現況届

【健康管理関係】
● 妊娠の届出

【介護関係】
● 要介護・要支援認定の申請
● 要介護・要支援更新認定の申請
● 要介護・要支援状態区分変更認定の申請
● 居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出
● 介護保険負担割合証の再交付申請
● 被保険者証の再交付申請
● 高額介護（予防）サービス費の支給申請
● 介護保険負担限度額認定申請
● 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請
● 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請
● 住所移転後の要介護・要支援認定申請

健康・福祉
２月６日～

２月２０日～

２月２７日～

３月６日～

３月２０日～

３月２０日までに合計１１２の手続等が
ご利用いただけます。



ご利用方法

津市ホームページ

① お手持ちのスマートフォンやパソコン
から津市ホームページへアクセス

② 津市ホームページから「いつでもオンライン
申請」へアクセスし、利用したい手続を検索

※本人確認のためマイナンバーカードが必要な手続もあります。

③ 利用したい手続の「申請」ボタンを押下

カテゴリーやキーワードで
手続を検索



自治体オンライン手続推進事業

事業目的

自治体の行政手続のオンライン化について、マイナポータル（ぴったりサービス）と津市の基幹
情報システムの連携や汎用的電子申請システムの導入等の整備を行い、市民サービス向上と
業務効率化を図る。

市民が開庁時間に来訪しなくても、行政手続をオンラインで行うことができ、市民サービスが
向上するとともに、申請データを基幹システム等に連携することで、申請情報の入力等の手間
やミスを省く等、業務の効率化が進む。

期待される効果

総事業費

７,３０４万５千円
（通信運搬費、委託料、賃借料）

令和４年度一般会計補正予算（第７号）
令和４年９月２９日 議決

財 源

２,４１５万円
（補助率1/2 補助上限４,８３０万円）

※一般財源４,８８９万５千円

デジタル基盤改革支援補助金
（自治体オンライン手続推進事業）

※その他条例に基づく行政手続のオンライン化に対応（R4.12.22 津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例）



問い合わせ

総務部
情報企画課
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
TEL:059-229-3118
FAX:059-229-3119



令和５年１月１０日

令和４年度住民税均等割のみ課税世帯等への
プッシュ型給付の実施

令和５年１月１３日（金） 確認書を発送・申請書の受付開始

住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金給付事業

料金後納
郵 便

重
要

「住民税均等割のみ課税世帯等
生活応援給付金」関係書類在中

開封前に宛名をご確認ください。

津市の独自事業

マイナポータル等から
登録した公金受取口座での

受け取りも可能！



事業の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けている方々に対する臨時特別的な
支援（津市の独自事業）として、国の住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援
給付金（５万円）の対象とならない住民税均等割のみの課税世帯等に対し、家計を
支援することを目的とする。

１世帯当たり一律 ２５，０００円

対象見込み 約６，０００世帯 世帯の
課税状況

扶養者の有無
（扶養者の課税状況）

給付金

市 国

課税
世帯

均等割
所得割

－ × ×

均等割
のみ

いる（均等割・所得割） × ×

いる（均等割のみ） ◎ ×

いる（非課税） ◎ ×

いない ◎ ×

非課税世帯

いる（均等割・所得割） × ×

いる（均等割のみ） ◎ ×

いる（非課税） × ○

いない × ○

給付対象となる世帯

給付額

基準日（令和４年９月３０日）から申請日まで引き続き
津市に住民登録がある次のすべてに該当する世帯

① 住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金
（５万円）の支給要件に該当しない世帯

② 世帯の中に、令和４年度住民税所得割が課税されて
いる方がいない世帯

③ 世帯の中に、令和４年度住民税所得割が課税されて
いる他の親族等の扶養を受けている方がいない世帯



給付対象と見込まれる世帯（住民税均等割のみの課税世帯等）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

令和５年１月１３日（金）
確認書を発送

（提出期限は令和５年２月２８日（火）まで）

※令和４年１月２日以降の転入者で前住所地で課税情報を確認できない世帯や

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）確認書の発送と申請書の受付

【プッシュ型の支給】



振込口座の選択

支給対象世帯主が確認書を確認・必要事項を記入
・３項目の確認欄にチェック☑
・世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入

確認書に記載済みの
口座を希望

（確認書の発送と申請書の受付）給付金の振り込みの流れ

マイナポータル等から登録した
公金受取口座を希望

確認書に記載済みの口座以外を希望（記載がない場合を含む）

公金受取口座への
振込希望欄にチェック☑

口座情報の記入不要
添付資料不要

 下記の口座への振込希望欄にチェック☑
 受取口座記入欄に記入
 指定口座の通帳等の写しを添付
 世帯主の公的身分証明書等の写しを添付

同封の返信用封筒で確認書を返送

指定の口座へ振り込み

口座に関する
手続きは不要

１

２

３

公金受取口座以外の
口座を希望



（確認書の発送と申請書の受付）マイナポータル等から登録した公金受取口座での受け取り

確認書に記載された口座とは異なる口座での
受け取りや口座欄が空欄の場合は、
通帳等の写しが必要ですが、マイナポータル等
から登録した公金受取口座を指定すると
通帳等の写しは不要となります。

【確認書】

【確認書抜粋】



令和４年度一般会計補正予算（第１１号） 令和４年１１月２８日 議決

事業費

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
１億６，８２６万２千円

事業費
（給付金）

住民税均等割のみ課税世帯等
生活応援給付金
６，０００世帯×２万５千円

１億５，０００万円

事務費 人件費、電算業務委託料、機器借上料など １，８２６万２千円

合計 １億６，８２６万２千円

財源（国庫補助金 補助率１０/１０）



問い合わせ窓口受付・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

臨時窓口を設置し対応します

※令和５年３月１日以降は、健康福祉部福祉政策課が窓口となります

住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金窓口

本庁舎６階 ６１会議室 （令和５年２月２８日まで）

電話番号 ０５９－２２９－３３８８



就学援助世帯物価高騰対策支援金

令和５年１月１０日

津市独自の支援策

エネルギー価格・物価高騰に対する生活者支援

津市就学援助世帯物価高騰対
策支援金のご案内

料金後納
郵 便

大切なお知らせです。必ずご開封ください。

１月３１日（火）

案内文書発送



支給対象
令和４年１２月１日時点、または、それ以降令和５年３月１日までの
間に、津市の就学援助の認定を受けた児童・生徒の保護者

※児童・生徒は、上記認定期間中に津市に住民登録があること

支給額 児童・生徒1人当たり一律 １２，０００円

コロナ禍においてエネルギー・食料品等の価格高騰が続いているため
子育て世帯のなかでも、 学齢期の児童・生徒がいて
特に家計への影響が大きい就学援助認定を受けている世帯に対し、
津市独自の支援策として、追加の支援金を支給

事業の概要



支給方法

案内文書を発送 ⇒ 自動的に振込

案内文書、支給申請書を発送 ⇒ 対象者から返送 ⇒ 振込

就学援助費振込先を保護者口座で登録されている保護者１

２ 就学援助費振込先を保護者口座で登録されていない保護者

対象予定
児童・生徒数

約２，５００人

対象予定
児童・生徒数

約３３０人

（支給申請書等）



１

津市から案内文書を発送

就学援助費を受給している口座へ支援金を振込

令和５年１月３１日(火)

受給を希望しない場合は
２月1０日(金)までに
受給拒否の届出書を提出

支給までのスケジュール①

就学援助費振込先を保護者口座で登録されている保護者

上記案内文書発送日以降に支給対象者となる場合
就学援助認定時に案内文書を発送し、受給意思を確認後に順次支給します。

令和５年２月２１日(火)



津市から案内文書、支給申請書を発送令和５年１月３１日(火)

支給までのスケジュール②

２

返信用封筒により返送
令和５年２月１０日(金)まで

（※以降も随時受付）

ご希望の口座へ支援金を振込令和５年２月２１日(火)

就学援助費振込先を保護者口座で登録されていない保護者

上記案内文書発送日以降に支給対象者となる場合
就学援助認定時に案内文書等を発送し、申請書の受付後、順次支給します。

※２月１１日（土）以降受付分は、順次、指定口座に振り込みます。最終の返送期限：令和５年３月２０日(月)

※津市教育委員会学校教育課学務担当へ
直接提出も可

支給申請書（申請・請求者欄、受取口座欄に記入）

受取口座の通帳の写しを添付

申請・請求者の公的身分証明書等の写しを添付



令和４年度一般会計補正予算（第１１号） 令和４年１１月２８日 議決

事業費

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
４，４５５万５千円

事業費
（支援金）

就学援助世帯物価高騰対策支援金
２，８３６人×１万２千円

３，４０３万２千円

事務費 人件費、通信運搬費、電算業務委託料など １，０５２万３千円

合計 ４，４５５万５千円

財源（国庫補助金 補助率１０/１０）



問い合わせ

“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。

教育委員会事務局学校教育課 学務担当

〒514-0035 津市西丸之内37番8号
TEL：059-229-3245
FAX：059-229-3257



新型コロナワクチン接種

２月以降の集団接種体制

令和5年1月10日



3回目接種回数 185,418回

3回目接種率 ※ 67.7％

4回目接種回数 117,555回

4回目接種率 ※ 42.9％

4回目接種状況

※全人口27万4,065人（令和4年1月1日時点）に対する接種率

3回目接種状況

接種状況について（1月5日時点）

2回目接種回数 226,456回

2回目接種率 ※ 82.6％

2回目接種状況

1回目接種回数 227,511回

1回目接種率 ※ 83.0％

1回目接種状況

5回目接種回数 35,180回

5回目接種率 ※ 12.8％

5回目接種状況

3回目 3,986回 （1.5％）

4回目 41,750回（15.2％）

5回目 35,180回（12.8％）

合計 80,916回（29.5％）

オミクロン株対応ワクチン接種回数（接種率※）



週ごとの接種回数推移（1月3日時点）

接種回数

10月1日～
モデルナ（BA.1）
集団接種開始

10月21日～
追加接種間隔
３カ月に短縮

9月29日～
4回目接種
対象者拡大

11月1日～
５回目ワクチン
接種開始

12月15日～
モデルナ（BA.4-5）
集団接種開始

12月11日
美杉巡回型
集団接種

10月1日・22日
県営会場接種日
（ツッキードーム）

11月26日・
12月10日・18日
県営会場接種日
（ツッキードーム）

11月14日～
ファイザー（BA.4-5）
接種開始

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

3回目 4回目 5回目



1月集団接種の予約状況（1月6日時点）

予約開始 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

予約空枠 予約空枠 予約空枠

12月21日

1月14日（土） 0 0 0

1月21日（土） 5 0 5

12月28日 1月28日（土） 244 0 244

計 249 0 249

県営会場 ツッキードーム（ボートレース津）
使用ワクチン オミクロン株対応 モデルナ（BA.4-5）

予約開始 開設日時 予約空枠

1月5日 1月14日（土） 9時～12時、13時30分～16時30分 633

使用ワクチン オミクロン株対応 モデルナ （BA.4-5）



接種券発送日
3・4・5回目
発送数

予約開始日 予約開始する接種日

1月6日（金）

40
100

1,000

1月10日（火）

2／4 ／11

土 土

1月18日（水）

20
10
50

1月20日（金）

2／18 ／25

土 土

1月30日（月）

30
20
10

2月 1日（水）

3／4

土

3・4・5回目接種券発送日と集団会場接種日

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画

2月 4日・11日
2月18日・25日、3月4日

使用するワクチン
オミクロン株対応 モデルナ （BA.4-5）
オミクロン株対応 ファイザー（BA.4-5）



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（8時30分～18時、土・日曜日、祝日も対応）

 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



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

問い合わせ
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