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新型コロナウイルス感染症対策 

令和４年度“津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金”  

４月４日（月）から申請受付開始 
 

 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４年４月４日

４月４日（月）から申請受付開始

新型コロナウイルス感染症対策

令和４年度“津市感染防止対策
認証取得促進事業継続支援金”



予算額：５０，０００千円 交付金額：５０，０００千円

『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』の経緯①

「あんしんみえリア」の認証を取得した津市内の施設を対象

三重県において 「みえ安心おもてなし施設認証制度」 （あんしんみえリア） を実施

令和４年４月～

津市においても上記認証
の取得施設に対して支援

令和４年１月

感染拡大
阻止宣言

まん延防止等
重点措置

1/12～1/31 1/21～3/6

令和４年度も
認証取得を促進

感染防止
アラート
1/8～

飲食店の営業時間短縮や外出自粛などの要請

安心安全な施設環境の整備に取り組んでいる事業者の事業継続を支援

令和３年度『津市感染防止対策認証施設事業継続支援金』の実施

「感染防止対策の継続」
「社会経済活動の継続」

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大

両立が求められる

『津市感染防止対策
認証取得促進
事業継続支援金』予算額：５０，０００千円 申請期間：令和４年２月１８日～３月１８日



令和３年度 『津市感染防止対策認証施設事業継続支援金』の申請状況

総申請数（施設数）：５５８件

令和４年度『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』を実施

『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』の経緯②

当初想定申請数（施設数）：５００件

『津市感染防止対策認証施設事業継続支援金』による認証取得への後押し

安心安全な施設環境の整備に対し多数の事業者が努力

１月２８日時点での認証件数 ４７９件 ３月１８日時点での認証件数 ５８０件

新規認証数が１日平均０．５件 新規認証数が１日平均２件に増加

令和３年度の予算を超えた５８件の申請に対しては令和４年度の予算にて対応

令和４年度『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』に係る
案内文及び申請書類を４月１日付で各施設に向けて発送済



目的

感染防止対策の継続と社会経済活動の継続が同時に求められ
る中、「みえ安心おもてなし施設認証制度」（あんしんみえリア）の
認証取得促進を図り、安心安全な施設環境の整備を行う事業
者の事業継続を支援する。

津市内の施設においてあんしんみえリアの認証を
①取得済みであり、感染防止対策を講じながら事業継続に取り
組んでいる事業者

②令和４年６月３０日までに取得し、感染防止対策を講じながら
事業継続に取り組もうとする事業者

対象者

『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』の概要①

※②の場合も、認証取得が申請条件になります。
※令和３年度「津市感染防止対策認証施設事業継続支援金」の交付を
受けた認証施設は対象外となります。



申請期間

【添付書類】
④本人確認書類の写し（運転免許証等） ⑤通帳の写し

申請書類

令和４年４月４日（月）～７月２９日（金） ※消印有効

『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』の概要②

予算 ２，０００万円 ≪予定件数２００件≫

【津市ホームページからダウンロードする書類】
①申請書 ②誓約書 ③請求書

支給金額 １事業者で複数施設の認証、または飲食店の認証と観光施
設の認証の両方を取得した場合は、認証取得分すべてを対象

１認証あたり １０万円 ※認証ごとに交付



申請方法
原則、郵送のみ
※３密（密閉、密集、密接）を避けるため、御協力を
お願いします。

申請先
（郵送）

〒514-0131 三重県津市あのつ台４－６－１
あのつピア１階 津市ビジネスサポートセンター
「津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金」
事務局あて

問合せ先

経営支援課 電話番号 059-236-3355
企業誘致課 電話番号 059-236-3353
商業振興労政課 電話番号 059-229-3114

各総合支所 地域振興課

商工観光部

『津市感染防止対策認証取得促進事業継続支援金』の手続
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がんばる事業者応援プロジェクト  

津がんばる事業者  
情報発信・相談拠点事業はじめます  

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



がんばる事業者応援プロジェクト

令和４年４月４日

津がんばる事業者

情報発信・相談拠点事業はじめます



４月 ５月 ６月 ３月

がんばるマルシェ
ステップアップ事業

デジタル推進サポート

プロポーザル方式による公募で委託事業者を決定

直営事業分 ９４千円 委託事業分 １１，４１９千円

津センターパレス１階拠点における事業スケジュール

＆

会場の使用に伴う費用 ３，４１４千円（建物借上料２，０４０千円、共益費１，３７４千円）

「津がんばる
マルシェ」継続

・午前１０時～午後３時

従来のマルシェを実施し、
市民のみなさまにお越し
いただきつつ、新事業に
向けた事業者との準備
期間

デジタル推進サポートとがんばるマルシェステップアップ事業による新たな事業者支援の展開



デジタル推進サポート

ＳＮＳによる情報発信 特に新規事業展開、コロナ禍に対応したメ
ニュー、感染防止対策ＰＲをＳＮＳで発信

デジタルツールによる
事業者ＰＲ

市内事業者のあんしんみえリア認証の取得な
ど感染防止対策の取組のＰＲ動画を作成し、
来館または往来する方々に紹介

デジタルよろず相談
窓口設置

デジタル化への取組を推進させるため中小・
小規模事業者向け相談窓口を開設し、簡易
な相談対応、専門機関への案内

津がんばる事業者情報発信・相談拠点事業の内容



がんばるマルシェの経過と今年度のステップアップ事業
がんばる事業者応援プロジェクト「津がんばるマルシェ」をスタート！Ｒ２.７．３

Ｒ３.４．１
✓ 出店登録事業者数 Ｒ３年度 ５７者（Ｒ２年度 ６８者）

✓ １日あたりの出店事業者数 Ｒ３年度 ３.７者（Ｒ２年度 ５.６者）

「津がんばるマルシェ」を継続！

～
Ｒ４.３．３１

オンラインショップ開設事
業者支援

オンラインショップを開設した事業者の更なる顧客獲
得の場として、パネル展示や実売ブースを設けて消
費者にＰＲ

時節に応じた商品の
ピックアップ販売

店舗販売での密回避策として、本会場に販売ブース
を設置し、集客を分散

展示・販売スペースの設置
（パネル展、出店）

パネル展示によるＰＲ、事業者のチラシ、カタログ、テ
イクアウト・デリバリーなどのメニュー表の配布などの
場として有効利用

ステップアップ事業として新たな事業展開に取り組む事業者を支援します



問い合わせ

商工観光部 商業振興労政課
〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号
ＴＥＬ ０５９－２２９－３１６９
ＦＡＸ ０５９－２２９－３３３５
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事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室 
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新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進担当参事(兼) 

新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室長 

駒田 好彦 

 
新型コロナワクチン接種 

１２～１７歳の３回目接種券を４月中旬から発送 

４回目接種の実施に向けて準備を開始 
 

 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4年4月4日

新型コロナワクチン接種

12～17歳の3回目接種券を4月中旬から発送
4回目接種の実施に向けて準備を開始



3回目接種回数 10万3,426回
（うち県営含む集団接種2万3,882回）

3回目接種率 ※ 37.5％

3回目接種券発送数 15万2,126通

接種券発送数に対する
3回目接種率 68.0％

2回目接種回数 22万0,646回

2回目接種回数に対する
3回目接種率 46.9％

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

久居インターガーデン

木曜日
土曜日
日曜日

4月14日
4月16日
4月10日

津センターパレス

木曜日
土曜日
日曜日

4月14日
4月16日
4月10日

個別接種

4月に接種可能な医療機関 104

集団接種の最短予約可能日（曜日別）

接種状況について（3月31日時点）



接種場所 接種協力医療機関

使用ワクチン ファイザー社ワクチン

対 象 12～17歳の人

接種券発送 4月中旬から順次

予約方法 各医療機関の予約方法による

持ち物 接種券、記入済みの予診票、本人確認書類、
お持ちの方はお薬手帳
※接種を希望する人は、接種券が届いたら同封の医療機関一覧
を参考に12～17歳の接種可能な医療機関をご予約ください。

12～17歳の3回目接種券を4月中旬から発送

新型コロナワクチンの追加接種（３回目）対象者について、これまでは18歳以上の者とされていまし
たが、令和4年3月25日付け厚生労働大臣指示により、新たに12～17歳の人も接種対象に加えら
れました。このことを受け、同日、各医療機関に12～17歳の人への接種体制について問い合わせ文書
を発送しました。今後、同封する接種協力医療機関一覧などの準備ができ次第、接種券を発送します。

・2回目接種率
73.9％
・3回目接種券対象者
1万1,200人 → 3月末まで 2,200人

→ 4月上旬 2,500人
→ 4月中旬 1,300人
→ 4月下旬 1,700人
→ 5月以降 3,500人

12～17歳について



令和4年度一般会計補正予算専決処分の概要
3月24日に開催された第31回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、さらなる追加接種の
是非について議論されたことを受け、国より、４回目接種の実施も含めて引き続き審議されるものの、
実施する場合に速やかに開始するための準備を始めるよう3月25日に通知されました。このため、4月1
日に専決により補正予算を計上しました。

内 容（補助金） 金 額

接種券作成業務 2,580万6,000円

接種券発送等の郵送料 2,240万3,000円

健康管理システム改修業務 928万4,000円

チラシ等の印刷 597万0,000円

合計 6,346万3,000円

対 象 接種対象者の範囲等の詳細は、国において引き続き審議

財 源 国が全額を負担する方針（補助率10/10）

新型コロナワクチン4回目接種に向けた準備を開始



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:0120-761770

⚫ 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

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

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

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
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