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令和４年度 

１２月補正予算の概要 
 

 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年度
１２月補正予算の概要

令和４年１１月２１日



補正後の予算額

令和４年度一般会計１２月補正予算の概要

１，２１１億６，７２９万円

補 正 額 １０億２，１４６万円

補正前の予算額 １，２０１億４，５８３万円

エネルギー価格・物価高騰対策支援事業・新型コロナ
ウイルス感染症対策事業 （第１１号補正）

５億７，３０４万円

【対前年度同期比６３億５，５３４万円 （５．５％） の増】

上記を除く事業（第１２号補正）

４億４，８４２万円



エネルギー価格・物価高騰に対する生活者支援

令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

１億６，８２６万円

住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金給付事業

対象世帯 津市に住民登録があり、国の住民税非課税世帯
等への価格高騰緊急支援給付金の対象とならな
い令和４年度住民税が均等割のみの課税世帯等
６，０００世帯

支援額 １世帯当たり ２５，０００円

４，４５６万円

就学援助世帯物価高騰対策支援事業

対象者 津市に住民登録があり、就学援助認定を受けて
いる児童・生徒の保護者

支援額 児童・生徒１人当たり １２，０００円



エネルギー価格・物価高騰に対する生活者支援

令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

７９７万円

保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業

給食を実施している市内保育施設、幼稚園、小・中・義務教
育学校に対し、給食食材費の高騰が続いている中で、給食の
質の低下や給食費の値上げにつながらないよう、追加支援

８２３万円

自治会防犯灯電気料金高騰対策支援事業

防犯灯を管理する自治会に対し、防犯灯１基当たりの電気
料金上昇分（２４０円）を支援
防犯灯基数 ３３，５９６基



３億２，８６０万円

中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援事業

エネルギー価格・物価高騰に対する事業者支援

令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

業種に関係なく、令和４年７月から１２月までのいずれか
の月のエネルギー経費（電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、
及び重油）が５万円以上の中小企業者を支援

エネルギー経費月合計額 支援額

５万円以上 ２万５千円

１０万円以上 ５万円

２０万円以上 １０万円

３０万円以上 １５万円

申請期間 令和４年１２月９日～令和５年２月１５日



令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

４，７５９万円

エネルギー価格高騰対策支援事業

電気・ガス料金高騰に対する民間保育施設、放課後児童
クラブ及び市スポーツ施設指定管理者等への支援

エネルギー価格・物価高騰に対する事業者支援

・保育所・地域型保育事業所（２２施設）
・認定こども園（１７施設）
・児童館（２施設）
・放課後児童クラブ（５９施設）
・スポーツ施設指定管理者、榊原温泉湯の瀬指定管理者
・中央学校給食センター給食調理・配送等業務委託事業者

４，７６９万円
医療機関等エネルギー価格高騰対策支援事業

電気・ガス料金高騰に対する医療機関（３９３施設）及び保険薬
局（１２７局）への県と協調した支援



エネルギー価格・物価高騰に対する事業者支援

令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

３４０万円

食肉公社エネルギー価格高騰対策支援事業

燃油・電気料金高騰の影響を受ける株式会社三重県松阪食肉
公社に対し、県及び関係１７市町で支援
総支援額 ２０，０００千円、津市負担１６．９７８％

３８７万円

路線バス運行事業者燃油価格高騰対策支援事業

バス路線の維持、存続のため、燃油価格の高騰の影響を大きく
受ける三重交通株式会社に対する支援



エネルギー価格・物価高騰に対する事業者支援

令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

２，０１２万円
対象者 国が実施する肥料価格高騰対策事業により支援を

受ける農業者
支援額 国が支援の対象とする肥料価格上昇分の農業者負担分

の１／２

肥料価格高騰対策支援事業

肥料価格の高騰に直面している農業者に対し、肥料価格上昇分の
一部を支援

４５０万円

畜産事業者事業継続支援事業

飼料価格の高騰に直面している畜産事業者（酪農、肥育、養豚、
養鶏）に対し、事業継続を支援
支援額 飼養頭羽数に応じて１万円～５０万円



令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

新型コロナウイルス感染症対策

１，５５０万円

新型コロナウイルス感染症患者受入病院体制強化特別
支援事業

第７波における感染症患者の受入れ及び今後の感染急拡大に備
えた感染症患者の円滑な受入体制を整備するための経費を支援

新型コロナワクチン接種医療従事者派遣事業

市が開設している集団接種会場に、医療従事者を派遣した医療
機関に対する支援

１，５６４万円

救急業務感染防止用品購入事業
新型コロナウイルス感染症関連の救急事案に対応するための感
染防止用品の購入

１，３００万円



令和４年度一般会計１２月補正予算 主な事業

４億６，３３５万円

原油価格高騰等による市施設光熱費、燃料費の増額

６０５万円

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業

国から交付金の交付決定を受けた認知症高齢者グループホーム
の大規模修繕に対する補助

エネルギー価格・物価高騰対策支援事業・新型コロナウイルス感染
症対策事業を除く事業

人件費調整 ▲２，５４３万円
（特別会計繰出金等含む）

本庁舎、各総合支所、出張所、コミュニティ施設、小中学校、
道路照明灯等に係る電気・ガス料金等

給与改定及び職員配置等の変動による調整



津市における感染症対策・物価高騰等対策事業費（一般会計）

免除額

期 間

事業内容 事業費

令和元年度 決算額 3,360万円

令和２年度 決算額 340億 427万円

令和３年度 決算額 103億8,198万円

令和３年度からの繰越事業 予算額 4億8,510万円

令和４年度
当初予算

医療提供体制支援
（新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金）

3,500万円

事業者支援（プレミアム付デジタル商品券発行事業等） 5億2,218万円

市民生活支援（家計特別支援事業等） 7,806万円

感染防止対策（公共施設等における感染防止対策） 1,840万円

将来を見据えた環境整備（トイレ洋式化・空調設備改修事業） 4億3,058万円

その他（文化芸術活動等支援事業、保育士等処遇改善臨時特例事業等） 1億3,032万円

小 計 12億1,454万円



津市における感染症対策・物価高騰等対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和４年度
既決予算等

保育対策総合支援事業 804万円

学校保健特別対策事業 218万円

小 計 1,022万円

令和４年度
１号補正

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保及び接種事業 6億 405万円

小 計 6億 405万円

令和４年度
２号補正

住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 3億3,600万円

家計特別支援事業 4,320万円

小 計 3億7,920万円

令和４年度
３号補正

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 3億 723万円

小 計 3億 723万円

令和４年度
４号補正

子育て家庭物価高騰対策支援金給付事業 5億4,764万円

保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業 4,629万円

ウクライナ避難民支援事業 72万円

外国人住民向け専門相談会事業 57万円



津市における感染症対策・物価高騰等対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和４年度
４号補正

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保及び接種事業 4億6,982万円

新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業 1,370万円

保育所、認定こども園、幼稚園、小中学校、放課後児童クラ
ブ等感染防止対策及びＩＣＴ化推進事業

1億6,197万円

空調設備改修事業 1億 859万円

小 計 13億4,930万円

令和４年度
５号補正

小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援事業 1億1,100万円

障害者支援施設・介護保険施設等運営支援事業 2,186万円

高速船運航事業者運航継続支援事業 6,066万円

住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 2億2,200万円

小 計 4億1,552万円



津市における感染症対策・物価高騰等対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和４年度
７号補正

オミクロン株に対応した新型コロナワクチン接種体制確保及び
接種事業

8億7,561万円

肥料価格高騰農業者支援事業 3,703万円

障がい福祉・介護保険サービス等事業者原油価格高騰対策事
業継続支援事業

1,727万円

一志学校給食センター空調設備設置事業 2,265万円

基金管理事業 705万円

小 計 9億5,961万円

令和４年度
８号補正

価格高騰緊急支援給付金給付事業 18億 197万円

小 計 18億 197万円

令和４年度
１０号補正

新型コロナワクチン接種体制確保及び接種事業 1億1,383万円

小 計 1億1,383万円



津市における感染症対策・物価高騰等対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和４年度
１１号補正

住民税均等割のみ課税世帯等生活応援給付金給付事業 1億6,826万円

就学援助世帯物価高騰対策支援事業 4,456万円

保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業 797万円

自治会防犯灯電気料金高騰対策支援事業 823万円

中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援事業 3億2,860万円

エネルギー価格高騰対策支援事業 4,759万円

医療機関等エネルギー価格高騰対策支援事業 4,769万円

路線バス運行事業者燃油価格高騰対策支援事業 387万円

食肉公社エネルギー価格高騰対策支援事業 340万円

肥料価格高騰対策支援事業 2,012万円

畜産事業者事業継続支援事業 450万円



津市における感染症対策・物価高騰等対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和４年度
１１号補正

新型コロナウイルス感染症患者受入病院体制強化特別支援事
業

1,550万円

新型コロナワクチン接種医療従事者派遣事業 1,564万円

救急業務感染防止用品購入事業 1,300万円

地域鉄道運行事業者運行継続支援事業 711万円

特殊勤務手当 2,346万円

基金管理事業 87万円

事業実績による減額 ▲1億8,733万円

小 計 5億7,304万円

令和４年度 予算額 合計 77億2，850万円

合 計 526億3,345万円



定例記者会見 令和４年１１月２１日（月）１４時３０分～ 

場 所 庁議室 

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 

（電話０５９－２２９－３３５３） 

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歳以上の人に集団接種のファイザー接種日を設定 

１２月１１日 美杉巡回型集団接種 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



新型コロナワクチン接種

12歳以上の人に集団接種のファイザー接種日を設定
12月11日 美杉巡回型集団接種

令和4年11月21日



3回目接種回数 183,096回

3回目接種率 ※ 66.8％

4回目接種回数 97,920回

4回目接種率 ※ 35.7％

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（11月20日時点）

2回目接種回数 226,255回

2回目接種率 ※ 82.6％

2回目接種状況

1回目接種回数 227,185回

1回目接種率 ※ 82.9％

1回目接種状況

5回目接種回数 3,212回

5回目接種率 ※ 1.2％

5回目接種状況

3回目 2,122回（0.8％）

4回目 22,266回（8.1％）

5回目 3,212回（1.2％）

合計 27,600回（10.1％）

オミクロン株対応ワクチン接種回数（接種率※）
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集団接種会場における接種回数の推移（11月20日時点）

接種回数

10月1日
オミクロン株
対応ワクチン
接種開始

10月21日
オミクロン株
対応ワクチン
の接種間隔が
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回目の
接種開始



11月集団接種の予約状況（11月21日時点）

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

予約空枠 予約空枠 予約空枠

10月31日 11月24日（木） 0 0 0

11月10日

11月26日（土） 0 0 0

11月27日（日） 0 0 0

11月21日

12月 1日（木） 181 150 331

12月 3日（土） 163 126 289

12月 4日（日） 191 177 368

計 535 453 988



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

11月18日（金）

50
1,000
7,900

11月21日（月）

12／1 ／3 ／4

木 土 日

11月29日（火）

100
1,200

1万4,400

12月 1日（木）

12／8 ／10 ／11 ／15

木 土 日 木

12月 9日（金）

100
1,000

1万2,000

12月12日（月）

12／17 ／18 ／22 ／24

土 日 木 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

12月 1日・ 3日・ 4日 オミクロン株対応 モデルナ（BA.1）
12月 8日・10日・11日 オミクロン株対応 ファイザー（BA.4-5）
12月15日以降 オミクロン株対応 モデルナ（BA.4-5）

使用するワクチン



12歳以上の人に集団接種のファイザー接種日を設定

対 象 12歳以上の人

使用ワクチン オミクロン株対応ファイザー（BA.4-5）

予約開始日時 12月 1日（木）8時30分～

日 時 会 場 予約枠数

12月 8日（木）
津センターパレス 204人

久居インターガーデン 204人

12月10日（土）
津センターパレス 204人

久居インターガーデン 204人

12月11日（日）
津センターパレス 204人

久居インターガーデン 204人

計 1,224人

集団接種で使用しているオミクロン株対応モデルナ（BA.1）ワクチンを使い切る予定であるため、ま
た冬休みに向け12歳以上の人に接種機会を設けるため、集団接種において以下の日程でファイザーワ
クチンを接種します。過去2年間、年末年始に感染拡大しています。年内の接種をお願いします。



巡回型集団接種について

開設日時 予約枠数

12月11日（日）
9時30分～12時30分、14時～16時

300人

会 場 美杉総合支所

対 象 前回の接種から3か月以上経過した60歳以上の人
※12月8日（木）8時30分以降は前回の接種から3か月以上経過した12歳以上の人とします。

使用ワクチン オミクロン株対応ファイザー（BA.4-5）

予約開始 12月1日（木）8時30分～

予約方法 • 接種予約・相談窓口（コールセンター）0120-059-550
• 津市接種予約サイト

送迎について 美杉地域の方でお困りの場合は、接種予約完了後に美杉総合支
所へご連絡ください。 電話：059-272-8080



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



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



定例記者会見 令和４年１１月２１日（月）１４時３０分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所 属 職・氏 名 

環境部 環境政策課 

（電話０５９－２２９－３２１２） 

環境政策担当参事(兼) 

環境政策課長・環境学習センター長 

吉住 充弘 

３年ぶりの会場開催！ 

つ・環境フェスタ２０２２ 

めざせ！２０５０カーボンニュートラル 

－未来へ挑戦 守ろう次世代－ 

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１１月２１日

３年ぶりの会場開催！
１１/２７（日）

メッセウイング・みえ



つ・環境フェスタとは

環境フェスタの
歴史

昭和６３年に「ごみ展」としてスタート

平成３年から「リサイクル展」に名称を変更

平成５年から「つ・環境フェア」に名称を再度変更
テーマもごみ・リサイクルから環境全般に関する内容を幅広く取り扱うように

平成２７年からメッセウイング・みえに会場を移し
「つ・環境フェスタ」としてリニューアル開催

来場者平均 約6,000人

市町村合併から１０回目の開催を記念して

平成１８年の新「津市」誕生以降も「つ・環境フェア」を継続実施
来場者平均 約5,000人

開催の目的

良好な自然環境の保全と継承、循環型社会形成の推進、生活
環境の向上に関する情報を広く発信することで、市民・事業者・
団体の環境意識の高揚を促し、より暮らしやすい環境を創造する
地域づくりを目指すため



コロナ禍における環境フェスタの開催状況

令和元年度

（2019年度）
令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

通常開催 感染症対策を講じて
３年ぶりに会場開催！

11/4（日） 11/27（日）中止

新型コロナウイルスの影響

12/16（水） ～
2/17（水）

三密を回避して開催
ホームページ上で
環境フェスタの
歴史を公開



項 目 内 容

イベント名 つ・環境フェスタ２０２２

メインテーマ めざせ！２０５０カーボンニュートラル
－未来へ挑戦 守ろう次世代－

※テーマについて
本市は「津市地域脱炭素宣言」を本年８月に発表し、２０５０年までに
市域におけるカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。
脱炭素社会を早期に実現し、県都である美しい津市を次世代に
引き継いでいく決意を示すために、宣言後、初の開催となる
「つ・環境フェスタ２０２２」のテーマを決定しました。

主 催 環境フェスタ実行委員会・津市

日 時 令和４年１１月２７日（日） １０：００ から １５：００ まで

開催場所 メッセウイング・みえ （入場無料） 参加団体 ７４団体

開催概要



舞台コーナー

体験コーナー
・端材や廃材などを使用した工作
・ごみ収集車お絵かき体験
・移動式プラネタリウム など

家庭にあるお菓子の紙箱などをトイレットペーパーに交換する「くるりんペーパー」、
羽毛製品を回収して再利用を図る「ＵＭＯＵプロジェクト」、
地産地消コーナー、フリーマーケットコーナー、緑と花のコーナー など、見どころ満載！

展示コーナー

・市内幼稚園・小学校・中学校の環境学習の展示
・二酸化炭素の可視化バルーンの展示
・企業や団体によるカーボンニュートラル実現の手法の展示
・水素自動車・エコカーの展示 など

見どころ

・10：10～ 環境功労者表彰、環境ポスター表彰、グリーンのカーテン優秀作発表
・11：20～ サントリーホールディングス（株） 「リサイクルについて考えよう」
・12：00～ 花王グループカスタマーマーケティング（株）

「正しい手あらい・消毒をみんなで楽しく学ぶ教室」
・12：40～ 日本自動車連盟三重支部（ＪＡＦ） 「エコドライブ講話」
・14：20～ スタンプラリー抽選会 など



新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
開催会場において十分な対策を講じます。
ご来場の皆さんのご協力をお願いします。

消毒の徹底
・会場出入口及び各ブースに消毒液配置・定期的な消毒実施
・「正しい手あらい・消毒をみんなで楽しく学ぶ教室」を開催

コーナーの変更・制限

・例年設置の飲食コーナーを廃止し、場内での飲食を禁止
・地産地消コーナーでの飲食物はテイクアウトのみの販売
・接触を避けるため、おもちゃを交換しあう「かえっこ」コーナー
を中止

来場者の把握 来場者把握のため、入場時に氏名、連絡先記入の協力依頼

マスク着用の徹底 ・会場内における参加者及び出展者へのマスク着用を徹底

安心見えるLINEの活用 ポスター、チラシに「安心みえるＬＩＮＥ」の二次元コードを掲載



３年ぶりの会場開催！
みんなで盛り上げよう！

担 当
津市環境部
環境政策課
環境共生・地域脱炭素推進担当

電 話 059-229-3212

Ｅ メ ー ル 229-3139@city.tsu.lg.jp

問い合わせ



定例記者会見 令和４年１１月２１日（月）１４時３０分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

市民部 市民課 

（電話０５９－２２９－３１９８） 

マイナンバー担当副参事 

林 桂子 

 
マイナポイント第２弾対象の 

マイナンバーカードの申請期限が１２月末まで延長‼ 

～市内商業施設で出張窓口を開設します‼～ 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



マイナポイント第２弾対象の
マイナンバーカードの申請期限が１２月末まで延長‼

令和４年１１月２１日

～市内商業施設で出張窓口を開設します!!～

＊写真は過去の様子（令和３年１２月１２日開催）



マイナポイント第２弾について

円分の

２０，０００
ポイント

２０，０００
ポイント

２０，０００
ポイント

２０，０００
ポイント

＋ ＋ ＋ ＝

家族全員で

８０，０００円分の

ポイントがもらえる！

たとえば４人家族なら

マイナポイントがもらえる！

20,000最大

マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000 円分

健康保険証としての
利用申込みで

7,500 円分

公金受取口座の登録で

7,500 円分最大

最大
最大 最大 最大 最大

既にカードを
お持ちの方で
第１弾未申込の方も
申請できます！
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交付枚数 交付率

本市のマイナンバーカード交付状況

総交付枚数 134,706枚

交付率 49.15%

全国平均 51.10%

県内平均 50.57%

（令和４年10月31日現在）

マイナポイント
第１弾カード申請期間
Ｒ２年９月～Ｒ３年４月

マイナポイント
第２弾カード申請期間
Ｒ４年１月～Ｒ４年９月

R２

▶12月末まで延長

R３ R４



マイナンバーカード 年代別交付状況 （令和４年10月31日現在）

10代以下の交付率向上に向けた取組が必要

子育て世代へのＰＲ

タウン誌への
広告掲載

年代
0～4
歳

5～9
歳

10～
14歳

15～
19歳

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
100歳
以上

人口（人） 9,368 11,029 12,139 12,621 26,964 28,527 36,305 37,527 33,216 36,260 22,554 6,145 186

交付枚数 3,691 4,960 5,049 5,461 12,486 14,347 17,243 18,233 18,833 19,751 11,930 2,675 47

交付率 39.4% 45.0% 41.6% 43.3% 46.3% 50.3% 47.5% 48.6% 56.7% 54.5% 52.9% 43.5% 25.3%

一人親家庭支援情報
（メルマガ）

健診時チラシ配布
による情報提供

みえ夢学園高等学校
卒業予定者を対象とした

マイナンバー説明
１１月３０日
（予定）

保護者向けのマイナンバー説明会を実施
11月12日 草生放課後こども教室

16日 安濃子育て支援センター

こんな質問に答えます
・こどものカードの申請は？
・顔写真はどうやって撮る？
・こどものマイナポイントは？

15歳未満は法定代理人（親権者）からの申請

高校生向け



マイナンバーカードの申請方法①

【オンライン申請】
顔写真をデータでアップロードします。

❶スマートフォン
二次元コードを読み取り、申請用ウェブサイトにアクセス

❷パソコン
ウェブサイトにアクセスして申請書ID（２３桁）を入力

【郵送で申請】
地方公共団体情報システム機構（J-LIS）より
送付された交付申請書に必要事項を記入して
顔写真を貼り、郵送で申請が可能です。

自宅で申請

８割以上の方が
この方法で
申請されています

＊QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

❶

未申請の方に申請書を順次再送付しています

❷



マイナンバーカードの申請方法②

・顔写真（パスポート申請用と同じ規格のもの）
・本人確認書類
・通知カード

市役所窓口で申請

受付窓口

市役所本庁舎１階に
証明写真機もあります（有料）

市役所本庁舎
各総合支所市民福祉課（久居総合支所は市民課）
平日：午前８時３０分～午後５時１５分

＊土日祝休日 年末年始除く

マイナ・ステーション（アスト津４階）
平日：午前８時３０分～午後７時
休日：午前８時３０分～午後５時

＊年末年始やシステム保守日は除く
＊マイナンバーカードの受取予約をされた方を優先していますので、
混雑時はお待ちいただく場合があります。

必要書類



イオンタウン津城山
２階 特設会場
（津市久居小野辺町1130-7）

ショッピングセンターでマイナンバーカード申請受付を実施‼

開設場所実施日時

11月 12月
26日
27日

土

日

3日
4日

10日
11日
17日
18日
24日

土

日

土

日

土

日

土

マイナンバーカードの申請方法③ 出張窓口で申請

当日は証明写真
の撮影を無料で
行います!!

実施時間 10：00～16：00



マイナンバーカード出張申請受付もご利用ください‼
市内に事業所を有する法人、団体様向けの
「マイナンバーカード出張申請受付」も実施しています！

～３つのメリット～

受付がスピーディー！ カードは郵送でお届け！

市職員が市内の企業、団体等
ご指定の場所へ伺います。
（津市に住民票がある方で、
概ね５名以上から承ります。）

予め書類等をご準備いただく
ことで、１人当たりの受付時
間が短縮されます。

発行されたカードは本人限定受
取郵便で郵送されます。
※ご本人によるお受け取りが
必要です。

今がチャンス!!
お気軽に
お問い合わせ下さい。

ご指定の場所に出向きます！

対象団体
市内に事業所等を有する企業、法人、官公庁
市内で活動する団体等
※条件等詳細はご相談ください

津市役所市民部市民課
ＴＥＬ 059-229-3198 ＦＡＸ 059-221-1173

申込先



問い合わせ先

市民部市民課
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3198
ＦＡＸ：059-221-1173
E-Mail ：229-3143@city.tsu.lg.jp



定例記者会見 令和４年１１月２１日（月）１４時３０分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

教育委員会事務局 

教育研究支援課 

（電話０５９－２２９－３５２８） 

教育研究・情報教育担当副参事 

堀内 晋三 

 
三重大学・津市子ども教育センター（仮称） 

開設計画の合意 
 

 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１１月２１日

三重大学・津市

子ども教育センター（仮称）

開設計画の合意
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開設の背景

●一人一人のニーズに応じた対応
●組織的な支援体制の構築関係機関等との連携による

◆不登校児童生徒数の現状

144,031人

244,940人

100,909人増

325人

567人

242人増

◆特別支援学級児童生徒数の現状

H29 R3

236,123人

326,457人

90,334人増

H29 R3

815人
1,081人

266人増

H29 R3

全国

津市

全国

津市

三重大学教育学部
津市教育委員会

H29 R3

単位：人



２弾

【予算額内訳】

連携・協同による取組
連携協定締結（平成１６年）

連携・協同

津市教育委員会①教員の養成に関すること
②教職員等の研修に関すること
③学校教育活動への支援に関すること
④教育上の諸課題に対応した調査・研究 等

教育支援センター 通級指導教室

⚫ 一人一人を大切にした教育支援

⚫ 児童生徒・保護者に対する専門職員による
教育相談

⚫ 子どもたちの特性に応じた学習支援

⚫ 全教員の特別支援教育の専門性の向上

⚫ 未来の教員養成の支援

⚫ 津市ＧＩＧＡスクール構想の実現を目指した
取組の充実（遠隔授業等）

三重大学教育学部

⚫ データサイエンス開発
⚫ コンテンツ開発
⚫ 先端技術活用開発

ＩＣＴ教育部門

特別支援教育部門

⚫ 地域支援（各種研修会等実施）
⚫ 教員養成（教員志望の学生等）
⚫ 教師教育（教師のキャリア形成）

⚫ 教育支援
⚫ 実践研究
（専門性向上）

教育学部

附属学校企画経営室

連携・協同した不登校等への対応

三重大学教育学部
津市教育委員会



三重大学教育学部、附属学校（幼・小・中・特別支援）
津市立小中学校・義務教育学校

三重大学・津市子ども教育センター（仮称）

・人材育成 ・教材開発
・研修の実施 ・専門的な教育

⚫ニーズに応じた教育のかたちを
地域へ還元

⚫先進的な教育支援

⚫ ニーズに応じた不登校への支援
⚫ 通級による教育指導

・教育支援センター（ほほえみ教室）
・通級指導教室
・教育相談

共同運営三重大学教育学部 津市教育委員会

共同運営するセンターの役割

◼ 不登校児童生徒への教育支援の充実
◼ 多様なニーズに対応する通級指導の充実
◼ 実践研究の成果の発信や研修会による教職員の専門性向上
◼ 現場感覚や実践力を備えた教員を志望する学生の養成

三重大学教育学部
津市教育委員会



津市教育委員会事務局 教育研究支援課
〒514-8611 津市西丸之内３７番８号
電話番号 059-229-3528
ファクス 059-229-3017
E-Mail 226-3164@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先

三重大学 教育学部チーム
〒514-0062 津市観音寺町３５９番地
電話番号 059-213-2500
ファクス 059-213-2501
E-Mail edus-l@ab.mie-u.ac.jp
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