
 

定例記者会見 令和２年９月２５日（金）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 健康づくり課 

（電話０５９－２２９－３３１０） 

健康づくり課長 

梅林 ひとみ 

 
新型コロナウイルス感染症対策 

今年度に限り、高齢者インフルエンザ予防接種を無償化します 
～補正予算を編成、令和２年度９月議会に追加提案する方針～ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



～補正予算を編成、令和２年度９月議会に追加提案する方針～

令和２年９月２５日

新型コロナウイルス感染症対策

今年度に限り、高齢者インフルエンザ
予防接種を無償化します
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９月１８日開催の新型コロナウイルス対策本部会議で
高齢者インフルエンザ予防接種無償化の方針を決定

季節性
インフルエンザ

平成１３年の予防接種法改正により、インフルエンザは二類疾病
（現Ｂ類疾病）に分類され、市町村長が行う定期接種となった

接種対象者
・接種当日に６５歳以上の人
・接種当日に６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の

機能等に障がいがあり、日常生活が極度に制限される人

令和２年９月１１日付け厚生労働省から対象者に対し優先的な接種の呼びかけ

季節性インフルエンザ予防接種を促し、高齢者等の重症患者の
発生を抑え、新型コロナウイルス感染症との同時流行に備える

高齢者インフルエンザ予防接種無償化



新型コロナウイルス対策本部会議の決定事項を受け、

令和２年度 新型コロナウイルス感染拡大防止策として

自己負担額１,２００円

補正予算を編成し、令和２年度９月議会の追加提案に

自己負担分及び接種者増分に係る委託料 １億２００万円 を盛り込む方針

自己負担額 無 料

令和２年度に限り例 年

例年の予定接種期間
１０月１日 ～ １月３１日１０月１５日 ～ １月３１日

令和２年度の接種期間

自己負担分による委託料増加分 接種者増による委託料増加分

45,355人分

当初予算 140,600,500円

65歳以上人口の

委託料
56.8％（予想接種率）

65歳以上人口の56.8％（予想接種率）

委託料 45,355人分

195,026,500円 54,426,000円増

65歳以上人口の

70％（予想接種率）

増加予想人数11,065人

47,574,000円

高齢者インフルエンザ予防接種無償化



 
定例記者会見 令和２年９月２５日（金)１１時～  

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

教育委員会事務局 生涯学習課 

（電話０５９－２２８－２６１８） 

生涯学習課 

公民館事業担当副参事  

松永 正春 

 
令和２年１０月５日から 

新津市橋南公民館がオープン 

 
このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



令和２年９月２５日

新津市橋南公民館がオープン

令和２年１０月５日から



②施設概要・位置図

所在地 津市修成町12番1号

敷地面積 2,022㎡

事業費（概算）

建築面積 760.3㎡

延床面積 931.5㎡

1億4,000万円

・ 調査費
・ 設計業務費

・本体工事費

内 訳 財 源

合併特例事業債

1億2,070万円
移転

44万円

436万円

1億3,570万円

津工業高等学校

修成小学校

津市橋南公民館



橋南公民館の整備の考え方

現在の橋南公民館の現状

〇 築後４８年を経過し施設や設備の老
朽化が進む。（建築年：昭和４７年５月）
〇 駐車スペースが１２台しかないため、
施設が空いていても利用が出来ない。
〇 和室・調理室の稼働率が低く、多目
的に利用できるスペースが少ない。

こども園整備に伴う
修成幼稚園の閉園

津みどりの森こども園の新設に伴い、平成
３０年３月に修成幼稚園が閉園となった。
建築年が平成２年３月であり、その利活用
が求められることとなった。

旧修成幼稚園舎の活用新たな施設整備が必要

公民館及び地域活動支援機能を持った新たな施設として再生

解決策

課題 課題



整備の経緯 ①

昭和４７年５月

修成地区自治会連合会から、橋南公民館の老朽化に伴った施設の建て
替えとともに、狭い駐車場の拡充についての要望書が提出される

平成２７年１月

全員協議会において、津みどりの森こども園整備に伴う周辺公共施設の
活用構想として、新町会館の新町幼稚園跡地への整備とともに、閉園と
なる修成幼稚園舎を大規模改修し、老朽化した橋南公民館を移転整備
する方針を提示

平成２８年２月

津地域（旧津市）としては、中央、一身田、橋北公民館に続き、４館目と
なる橋南公民館が開設

橋南公民館の今後の整備の概要について、４回にわたり地域と
の協議を進め、整備プランを了承いただく。平成３０年１月～７月



整備の経緯 ②

令和元年９月

平成３１年２月～令和元年８月

令和元年１２月～令和２年８月

令和２年１０月５日

橋南公民館移転に伴う旧修成幼稚園改修工事

橋南公民館移転に伴う旧修成幼稚園改修工事設計

平成３０年１２月
橋南公民館移転に伴う旧修成幼稚園改修工事設計
費を補正予算で計上

橋南公民館供用開始

橋南公民館移転に伴う旧修成幼稚園改修工事費を
補正予算で計上



健康づくり・子育てサロン等
の地域活動の場として利用

施設レイアウト・機能
２階

１階 砂場や足洗い場
をリニューアル

利用人数に応じて、
講座等で利用

可動間仕切りで、ワン
フロアとなり、会議や軽

スポーツで利用 定員：各３３名

旧施設の物置を地
域の防災倉庫へ

防災機能

会議室A・B

研修室A・B・C

研修室A
定員：１８名

研修室B
定員：１８名
※畳利用可

研修室C
定員：１２名

３０台の駐車が可能
旧幼稚園舎のメタ
セコイアを保存

地域活動の場

遊びの場



使用時間・休館日・施設使用料等
（単位：円）

施設 収容人数 備品等

会議室A ３３人 机（１１）、椅子（３３）

会議室B ３３人 机（１１）、椅子（３３）

研修室A １８人 机（６）、椅子（１８）

研修室B １８人 座卓（１）、座椅子（９）、畳（１２畳）

研修室C １２人 机（６）、椅子（１２）

※ 冷暖房時の使用料は、施設使用料の１０分の３の額を加算（１０円未満切り捨て）
※ 減額免除規程あり

施
設
使
用
料

設
備
概
要

午前９時から正午まで
午後１時から午後５時まで
午後６時から午後１０時まで

１２月２９日から翌年１月３日まで

使用
時間

休館日

研修室A

会議室A

研修室B



橋南公民館竣工式

令和２年１０月３日（土）
１４時～１４時４０分

※竣工式の後、内覧会を実施
（１５時～１７時）

日時

津市橋南公民館
（津市修成町１２番１号）

場所
会議室(式典会場）



橋南公民館での活動 ①

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１０月
からの実施に変更したうえで開催
本年度の参加者は募集済であり、令和３年度は
来年３月中旬から募集開始

公民館講座

公民館文化祭



橋南公民館での活動 ②



橋南公民館での活動 ③

自主講座は、公民館講座を修了後、さらに自主的に
学習するため、公民館に登録し、仲間づくりと地域社
会への奉仕を目的に活動する団体が実施します。

自主講座

公民館文化祭



橋南公民館での活動 ④

未就学児を対象に、１０月７日から毎週２回子育てサロンを開催

子育てサロンちゅうりっぷ （毎週水・金曜 １０：００～１１：３０）

子どもと保護者と地域の高齢者の多世代が交
流できる地域サロンの立ち上げへの取り組み

地域活動

未就学児をお持ちの方ならどなたでも参加できます。
地域のあそび場として、おもちゃや砂遊びなど自由に楽しめる子育てサロンです。
ボランティアのお母さんたちが、楽しく活動されています。
絵本の読み聞かせやエプロンシアターも楽しめます。

子育てサロンの様子



橋南公民館 開館記念事業
橋南公民館 地域力創造セミナー

阿弥陀寺コース
（１０月２９日）

公民館→阿弥陀寺→浄安寺
→大市神社→公民館

閻魔堂コース
（１１月２６日）

公民館→古道公園
→閻魔堂→公民館

阿漕塚コース
（３月２５日）

公民館→西来寺跡
→阿漕塚→公民館

橋南公民館の開館にあわせて、ガイド会のみなさんの案内で、橋南地域をゆっく
り歩きながら、地域の歴史を再発見しませんか。

と き １０月２９日（木）、１１月２６日（木）、来年３月２５日(木)
３回連続講座 いずれも９：３０～１１：３０

と こ ろ 橋南公民館

対 象 市内在住、在勤、在学の方

定 員 ４０名（抽選）

費 用 無料

持 ち 物 歩きやすい服装・飲み物・雨具（少雨決行・雨天：館内講演）

申し込み 直接窓口、または往復はがきで講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号を記入し橋南公民館（〒５１４－０８３５ 津市幸町１８－２２）へ
申し込み

インターネットの申し込みは「津市令和２年度公民館講座」を検索

申込期間 ９月３０日（水）必着 ※１通につき１人有効

「歩いて橋南地域の歴史を知ろう」

募集中！



定例記者会見 令和２年９月２５日(金)１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

政策財務部 広報課 

（電話０５９－２２９－３１１１） 

広報課長 
西川 直希 

 

１０月２日（金）公開 映画「浅田家！」  
 映画とタイアップしたシティプロモーションを展開！  

第２弾  
  

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



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２弾

令和２年９月２５日



タイアッププロモーション①-１

浅田家！×津市 ロケ地マップの作成・配布
津市×TOHOマーケティング㈱

市内のロケ地を掲載した
ロケ地マップ７万部を作成

電話での問い合わせや、
TwitterなどのSNS上で、
ロケ地マップに関する声が
多く上がってきたことから、
当初の予定を早め、
９月６日から配布を開始

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



タイアッププロモーション①-２

浅田家！×津市 ロケ地マップの作成・配布

配布場所 （９月２５日現在）

・津市役所本庁舎、各総合支所

・津市観光協会

・イオンシネマ津・津南

・各イベント会場 ほか

津市×TOHOマーケティング㈱

配布場所

・県内書店

・津市東京事務所

・三重県関西事務所

・県内全てのファミリーマート ３７０店舗
・県内全てのイオンモール・イオンタウン ２２店舗

１０月１日から、三重県と県内企業で結ばれている包括協定を
活用し、県内のコンビニ等にポスターとロケ地マップを配置しＰＲ

※津市ホームページから
WEB版ロケ地マップはダウンロード可



タイアッププロモーション②

浅田家！×津市 浅田家！応援Twitterアカウント作成
津市×TOHOマーケティング㈱

「津市公式『浅田家！』応援アカウント」(@Tsu_CityPro)を
作成し情報を発信 ※９月９日開設

公式情報やイベントの開催情報などを発信し、映画『浅田家！』を応援します。

Twitter（ﾂｲｯﾀｰ）の反応Twitter（ﾂｲｯﾀｰ）の反応 投稿コメント
・パネル展開催やロケ地マップも作成となってる。
楽しみ～地元が盛り上がるのは嬉しいな。
・津市が「浅田家！」でにぎわっててうらやましいなぁ～
展示会行きたい！ロケ地巡りもしたい！
・弾丸だったけど来てよかった♪映画見てからまた
ゆっくりロケ地巡りしたいな～
・コロナ終わったら三重県や津市に行きたい…！
・「浅田家！展」楽しかった。街のいろんなところに
ポスター貼ってて津市全体で応援してるのが
すごく伝わってきたぁ。

反応が多かった記事
・「浅田家！展」の紹介
インプレッション 約20万件
「いいね」 約2,500件
リツイート 約550件
・津市長によるロケ地マップの紹介(動画)
インプレッション 約10万件
「いいね」 約1,100件
動画再生回数 約1.4万件



「＃とっておきのふるさと」写真コンテストの開催

映画「浅田家！」の公開を記念して、浅田政志さんを
審査員に迎え、写真コンテストを開催

タイアッププロモーション③-1
津市×浅田政志×津市観光協会

・大切な人との思い出の場所など、何気ない日常や
記憶の中の「あなたのお気に入りの場所や人の写
真」を募集(※風景・人物問いません。)

・特別賞に選ばれると、津市内で浅田政志さんにより
受賞者（２名）をモデルに写真撮影

・津市部門で応募された写真は、「広報津」、津市ホー
ムページに掲載されることがあります



タイアッププロモーション③-２

津市×浅田政志×TOHOマーケティング㈱

「＃とっておきのふるさと」写真コンテストの開催
津市×浅田政志×津市観光協会

津市部門 全国部門

対象 市内に在住・在勤・在学の人 どなたでも

募集写真
津市内で撮影された
「お気に入りの場所や

人の写真」

「お気に入りの場所や
人の写真」

※撮影場所は問いません。

応募方法 郵送またはInstagram(インスタグラム)

募集期間 ９月２５日(金)から１０月２０日(火)まで



応募方法
撮影した写真を、次のいずれかの方法で応募

①郵送 ※１人１点のみ応募可(写真は返却しません。)
写真にエピソードと撮影場所、氏名、電話番号を添えて、
津市広報課(〒514-8611 住所不要)へ

②Instagram(インスタグラム) ※何点でも投稿可
津市公式「浅田家！」応援インスタグラム(@Tsu_CityPro)をフォ
ローの上、写真にハッシュタグ 「#とっておきのふるさと」「#津市」
を付けて、エピソードと撮影場所を書いて投稿
（ 「#津市」は津市部門に応募の場合のみ必要）

タイアッププロモーション③-３

「＃とっておきのふるさと」写真コンテストの開催
津市×浅田政志×津市観光協会



賞の内容
【特別賞：浅田政志賞】 津市内で受賞者をモデルに浅田政志さんに
よる写真撮影（※旅費は受賞者負担）…２名
【浅田家賞】 浅田政志さんのサイン付き写真集…（冊数調整中）
【中伊勢温泉郷賞】 １泊２日ペア宿泊券…（券数調整中）
【おぼろタオル賞】 浅田家！オリジナルタオル…１０名
【津市賞】 浅田家！応援ノベルティ「伊勢茶のみくらべセット」

…１００名 など

タイアッププロモーション③-４

「＃とっておきのふるさと」写真コンテストの開催
津市×浅田政志×津市観光協会

たくさんのご応募をお待ちしています！



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/

１０月２日（金）公開
映画「浅田家！」お楽しみに‼



 

定例記者会見 令和２年９月２５日（金）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

商工観光部 観光振興課 

（電話０５９－２２９－３２３４） 

 

商工観光部 観光振興課長 

川原田 吉光 

 

 
オンライン津まつり２０２０・ 

津まつり展２０２０の開催について 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和２年９月２５日

オンライン津まつり２０２０・津まつり展２０２０
の開催について



津まつりの新たな取組

津まつりの「新たな取組」

津まつり
実行委員会
の想い

津まつり
ファンの
期待

新型コロナウ
イルス感染症
の状況

なんとか津まつりの感動を
多くの方に届けられないか

楽しみにしていた津まつりが
なくなって残念

このような状況だからこそ
元気の出る取組を

津まつり実行委員会
中田会長

５月７日津まつり実行委員会総会で中止が決定



津まつりの新たな取組
津まつり実行委員会

中田会長

オンライン津まつり２０２０

津まつり展２０２０

新たな取組

１

新たな取組

２



オンライン津まつり2020
安濃津よさこい組織委員会

宮木会長

オンライン津まつり2020



オンライン津まつり2020（イメージ）

VirtualYOSAKOIソーラン祭り
の様子（札幌市）

安濃津よさこい組織委員会
宮木会長



オンライン津まつり2020（取組の内容）

取

組

の

内

容

 企画運営
安濃津よさこい組織委員会

 内容
動画サイトYouTubeを用いた演舞・パフォーマンス動画の配信

 募集対象
過去の津まつりへの参加の有無、よさこい、郷土芸能などジャ
ンル、地域を問わず応募可能とし、過去の映像も応募可能

 スケジュール

9月25日（金）
～10月2日（金）

津まつり公式HPで動画を募集

10月10日（土）
10：00～

津まつり公式HPで映像の配信

安濃津よさこい組織委員会
宮木会長

本日から申し込み受付‼



オンライン津まつり2020（申込方法）

申

込

方

法

安濃津よさこい組織委員会
宮木会長

参加申込書
ダウンロード

•津まつり公式HPにアクセスし、参加申込書を
ダウンロードし、必要事項を記入してください。

YouTubeに
アップロード

•撮影していただいた動画を応募者にて、
YouTubeにアップロードしてください。

メール送信

•アップロードしたYouTube動画へのリンク先と
参加申込書を一緒にメールでお送りください。

メール
送信先

安濃津よさこい組織委員会事務局

info@anotsu-yosakoi.com



津まつり展2020
津郷土芸能連絡協議会

川北会長

津まつ り展 2 0 2 0



津まつり展2020（取組の内容）

取

組

の

内

容

 企画運営
津郷土芸能連絡協議会

 内容
過去の津まつりポスター、郷土芸能の法被、備品等の展示

 展示日程
10月5日（月）～10月9日（金）

 展示場所
以下の3か所で同時に展示
・第三銀行津支店
・百五銀行本部
・津中央郵便局

津郷土芸能連絡協議会
川北会長



津まつり展2020（イメージ図）
津郷土芸能連絡協議会

川北会長

第三銀行津支店 百五銀行本部 津中央郵便局

展示場所 展示場所展示場所

イメージ図 イメージ図 イメージ図



乞 う ご 期 待 ‼

「オンライン津まつり2020」に関すること 安濃津よさこい組織委員会 TEL：059-268-4888

「津まつり展2020」に関すること 津郷土芸能連絡協議会（津市観光協会） TEL：059-246-9020

その他、津まつりに関すること 津まつり実行委員会（津市観光振興課） TEL：059-229-3234

お問い合わせ

令和３年度津まつり/第２４回安濃津よさこい

１０月９日［土］ ,１０日［日］ 開催‼
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