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一般会計

令和５年度当初予算の概要①

１，１２７億 ３千万円
※令和４年度比 ２１億９千万円 （２．０％） の増

都市の未来 こどもたちの未来 地域の未来

未来の津市へつなぐ予算



当初予算規模の推移
（単位：億円）

令和５年度当初予算の概要②
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一般会計当初予算の特徴

令和５年度当初予算の概要③

普通建設事業費 ７７億６千万円【２億６千万円（３．２％）の減】

道路新設改良事業等による増、榊原温泉湯の瀬整備事業等による減

扶助費 ２６６億円【７億３千万円（２．８％）の増】

障害者総合支援法に係る介護給付費、訓練等給付費の増等

物件費 １８０億１千万円【４億８千万円（２．８％）の増】

電気料金等の高騰による公共施設の光熱水費及び燃料費の増等

繰出金 １７４億６千万円【７億１千万円（４．２％）の増】

後期高齢者医療事業及び下水道事業の増、電気料金等高騰の影響などによる

特別会計及び企業会計への繰出金の増等

公債費 １２２億７千万円【６億２千万円（５．３％）の増】

合併特例事業債の償還等による増

※【】書きはＲ４年度当初予算額との比較

市税 ４１３億４千万円【±０】

地方交付税 １９０億円【５億円（２．７％）の増】

国県支出金 ２４９億２千万円【１億９千万円（０．８％）の減】

市債 ４３億８千万円【１１億２千万円（２０．３％）の減】

歳
出

歳
入



令和５年度当初予算の概要④ 一般会計当初予算の姿

義務的経費

55.5%

625億8,300万円

投資的経費

6.9%

77億5,700万円

その他の経費

37.6%

423億9,000万円

人件費

21.0%

237億1800万円

扶助費

23.6%

265億9,500万円

公債費（減税・減収・臨時財政対策債）

4.3%

48億2,300万円
公債費（減税・減収・臨時財政対策債以外）

6.6%

74億4,700万円

普通建設事業費（単独）

3.7%

42億700万円

普通建設事業費（補助）

3.2%

35億5,000万円

物件費

16.0%

180億1,300万円

繰出金

15.5%

174億6,300万円

補助費等

4.8%

54億7,200万円

維持補修費

0.6%

6億5,100万円

その他

0.7%

7億9,100万円

歳出
1,127億3,000万円

一般財源

67.9%

765億100万円

特定財源

32.1%

362億2,900万円

市税

36.7%

413億3,800万円

地方交付税

16.9%

190億円

地方消費税交付金

6.8%

76億3,700万円

市債（臨時財政対策債）

0.8%

9億円

地方譲与税

0.9%

10億5,000万円

繰入金（財政調整基金）

3.5%

40億円

その他

2.3%

25億7,600万円

国県支出金

22.1%

249億2,300万円

市債（臨時財政対策債除く）

3.1%

34億8,300万円

繰入金（財政調整基金除く）

4.0%

44億6,900万円

諸収入

0.8%

9億2,700万円

その他

2.1%

24億2,700万円

歳入
1,127億3,000万円



令和５年度当初予算の概要⑤ 未来の津市へつなぐ予算

・上浜町大谷町第1号線外1路線道路改良事業

・津興橋大規模更新事業

・半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業

・河芸町島崎町線（第３工区）道路新設改良事業

・塔世橋南郊線歩道整備事業 （新相川橋架け替え）

・下之川バイパス関連事業

・雨水対策事業

・北消防署整備事業

・香良洲高台防災公園整備事業

・都市拠点再生推進事業

・津駅西口整備事業

・リニア中央新幹線関連調査事業

・出産・子育て応援事業

・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業

・保育体制強化事業

・高茶屋地区における民間認定こども園施設整備費

補助事業

・保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業

・水泳指導業務委託事業

・学校施設長寿命化改修事業

・放課後児童クラブ運営補助事業

・放課後児童クラブ整備事業

・子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種事業

地
域
の

未
来

都
市
の
未
来

こ
ど
も
た
ち
の
未
来

・地域脱炭素推進事業

・新エネルギー利用設備設置費補助事業

・公用車更新事業（電気自動車導入事業）

・地域計画策定推進事業

・森林環境譲与税事業

・自治体ＤＸ推進事業



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

都 市 の 未 来

上浜町大谷町第１号線
外１路線道路改良事業 ７億６１０万円

近鉄架道橋改築工事及び大
谷踏切西側市道改良工事

令和４年度予算額 5億 197万円

当初予算額 5億3,197万円

補正予算額 ▲3,000万円

津興橋大規模更新事業

８億８，３００万円津興橋の架け替え整備（旧
橋撤去、新橋台橋脚設置及
び上部工事）

令和４年度予算額 5億8,338万円

当初予算額 6億3,610万円

補正予算額 ▲5,272万円



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

半田久居線及び雲出野田線道路新設改良事業 ６億９，７３５万円

用地取得、道路新設改良工事等
令和４年度予算額 2億8,069万円

当初予算額 2億9,426万円

補正予算額 ▲1,357万円

河芸町島崎町線（第３工区）道路新設改良事業 ２，０００万円
県が施工する志登茂川河口架橋区間を含む河芸町島崎町線

（第３工区）の橋りょう予備設計等に対する負担

令和４年度予算額 438万円

当初予算額 700万円

塔世橋南郊線歩道整備事業（新相川橋架け替え） ２，１００万円
県が施工する新相川橋架け替えに併せた歩道の拡幅部分に

対する負担

令和４年度予算額 2,310万円

当初予算額 2,310万円

下之川バイパス関連事業 １億９，０４８万円

脇ヶ野篠ヶ広線道路新設改良工事
令和４年度予算額 2億 98万円

当初予算額 2億 98万円

補正予算額 ▲262万円



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

雨水対策事業

２９億８，７５５万円

個別補助事業に採択された半田川田第１及び藤方第２
雨水幹線築造工事、緊急自然災害防止対策事業債等
を活用した浸水被害軽減のための改修工事等
・農業水利施設 農業用ため池の改修 ４，０００万円
・河川等 河川及び排水路の改修等 ２億２，３００万円
・雨水管渠、雨水ポンプ場（下水道事業会計）
幹線及びポンプ場築造等 ２７億２，４５５万円

令和４年度予算額 24億4,112万円

当初予算額 19億8,306万円

補正予算額 4億5,806万円

北消防署整備事業

４億７，８９１万円令和６年２月の開署に向けた
北消防署の機械設備工事、
造成工事等

令和４年度予算額 2億6,380万円

当初予算額 3億 170万円

補正予算額 ▲3,790万円



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

香良洲高台防災公園整備事業 １億２，２８０万円

・公園整備事業（多目的グラウンド等整備工事） １億６８１万円
・耐震性防火水槽整備事業 １，５９９万円

令和４年度予算額 6億1,497万円

当初予算額 3億4,573万円

補正予算額 2億6,924万円

都市拠点再生推進事業 ２５３万円
大門・丸之内地区の未来ビジョンに基づき官民で組織するエリ

アプラットフォームで実施する実験的な取組等に対する負担

令和４年度予算額 160万円

当初予算額 500万円

津駅西口整備事業 ３０万円
津駅周辺道路空間再編検討の取組と連携した市独自の西口
の機能強化に向けた調査等

令和４年度予算額 327万円

当初予算額 300万円

リニア中央新幹線関連調査事業 ２７万円

リニア駅候補地及び隣接地に関する調査、広聴
令和４年度予算額 7万円

当初予算額 27万円

補正予算額 ▲340万円

補正予算額 27万円

補正予算額 ▲20万円



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

こ ど も た ち の未来

出産・子育て応援事業
１億８，６１９万円出産・子育て応援給付金（妊娠届出

後５万円、出生届出後５万円）の給付
及び妊娠期・産後の伴走型相談支援
の実施

令和４年度予算額 2億3,591万円

補正予算額 2億3,591万円

当初予算額 0万円

新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業
【新規事業】

５０９万円新生児聴覚スクリーニング検査を受けた保護者に対する検査
費用の一部助成

保育体制強化事業 【新規事業】
３，１２０万円民間保育施設における保育支援者の配置に対する補助



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

高茶屋地区における民間認定こども園施設整備費補助事業 【新規事業】
２，７３７万円民間認定こども園の施設整備に対する補助

保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業 ６，８３２万円
食材費等の高騰が給食費の値上げによる保護者負担となら

ないよう、食材費上昇分相当額を支援

令和４年度予算額 4,974万円

当初予算額 0万円

水泳指導業務委託事業 １，３４３万円
民間プールを活用した水泳指導業務委託及び近隣校との共
同実施による水泳授業

令和４年度予算額 665万円

当初予算額 665万円

学校施設長寿命化改修事業
２億８，３９２万円・改修工事 ：東橋内中学校、西橋内中学校

・実施設計等：育生小学校、片田小学校、明合小学校、
橋北中学校、白山中学校

令和４年度予算額 738万円

当初予算額 990万円

補正予算額 4,974万円

補正予算額 ▲252万円



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

放課後児童クラブ運営補助事業 ９億９，８８９万円

放課後児童クラブの運営に対する補助

放課後児童クラブ整備事業 ３，８７０万円
・整備工事 ：一志放課後児童クラブ （とことめの里一志内）
・実施設計等：誠之放課後児童クラブ

令和４年度予算額 8,887万円

当初予算額 9,888万円

子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種事業 ９，９８０万円

子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接
種機会を逃した人に対するキャッチアップ接種の実施

令和４年度予算額 3億2,219万円

当初予算額 0万円

補正予算額 ▲1,001万円

令和４年度予算額 9億 117万円

当初予算額 9億5,792万円
補正予算額 ▲5,675万円

補正予算額 3億2,219万円



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

地域の未来

地域脱炭素推進事業 ３１万円
「地域脱炭素宣言」賛同企業とのパートナーシップ協定締結
による連携強化

令和４年度予算額 7万円

当初予算額 7万円

新エネルギー利用設備設置費補助事業 １，０５６万円
太陽光発電システムや家庭用燃料電池システムなど新エネ
ルギー利用設備設置者に対する補助

令和４年度予算額 1,488万円

当初予算額 1,488万円

公用車更新事業（電気自動車導入事業） 【新規事業】
１９万円集中管理車両への電気自動車１台の導入（車両借上）

地域計画策定推進事業
【新規事業】

２４６万円
地域の将来の農業の在り方、将来の農地の効率的かつ総合
的な利用に関する目標等を定めた地域計画の策定



令和５年度一般会計当初予算 主な事業

自治体ＤＸ推進事業

１億８，６７１万円

自治体ＤＸ推進のための行政手続オンライン化の継続的な取
組及び自治体情報システムの標準化・共通化を見据えたネット
ワークシステムの更新

※ＤＸ＝Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ

森林環境譲与税事業
１億６，０８８万円

森林環境譲与税を活用した森林調査や森林整備の実施、津
市産材を利用した個人住宅の建築に対する補助

令和４年度予算 1億3,991万円

当初予算額 1億4,451万円

補正予算額 ▲460万円

令和４年度予算 8,603万円

当初予算額 1,859万円

補正予算額 6,744万円



令和５年度会計別当初予算の概要
単位：百万円

区分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

一般会計 １１２，７３０ １１０，５３６ ２，１９４ ２．０％

特
別
会
計

国民健康保険事業 ２６，６８１ ２６，８７５ ▲１９４ ▲０．７%

介護保険事業 ３０，０２４ ２９，７０４ ３２０ １．１%

後期高齢者医療事業 ７，５２３ ７，１９９ ３２４ ４．５%

市営浄化槽事業 ５６５ ４８４ ８１ １６．７%

共同汚水処理施設事業 ２４７ １５９ ８８ ５５．３%

農業集落排水事業 ５９１ ５８４ ７ １．２%

土地区画整理事業 ２５１ ２２７ ２４ １０．６%

住宅新築資金等貸付事業 ２３ ２９ ▲６ ▲２０．７%

椋本財産区 １ １

（９会計）合計 ６５，９０６ ６５，２６２ ６４４ １．０％

企
業
会
計

水道事業（支出） １２，７８５ １４，２７８ ▲１，４９３ ▲１０．５%

工業用水道事業（支出） ２５ ２１ ４ １９．０%

下水道事業（支出） ２０，９３７ １９，５１３ １，４２４ ７．３%

駐車場事業（支出） ２６０ ２５２ ８ ３．２%

モーターボート競走事業（支出） ６６，３１６ ５３，０１８ １３，２９８ ２５．１%

（５会計）合計 １００，３２３ ８７，０８２ １３，２４１ １５．２％

合 計 ２７８，９５９ ２６２，８８０ １６，０７９ ６．１％



定例記者会見 令和５年２月１５日（水）１４時００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 

集団接種は３月１１日（土）で終了します 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



新型コロナワクチン接種

集団接種は3月11日(土)で終了します

令和5年2月15日



3回目接種回数 186,825回

3回目接種率 ※ 68.2％

4回目接種回数 123,693回

4回目接種率 ※ 45.1％

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（2月13日時点）

2回目接種回数 226,812回

2回目接種率 ※ 82.8％

2回目接種状況

1回目接種回数 227,750回

1回目接種率 ※ 83.1％

1回目接種状況

5回目接種回数 58,027回

5回目接種率 ※ 21.2％

5回目接種状況

3回目 5,105回 （1.9％）

4回目 47,825回（17.5％）

5回目 58,027回（21.2％）

合計 110,957回（40.5％）

オミクロン株対応ワクチン接種回数（接種率※）
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3回目 4回目 5回目

週ごとの接種回数推移（2月6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

1月14日
県営会場接種日
（ツッキードーム）
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集団接種における予約件数の推移（2月14日時点）

予約件数 予約率

2月4日接種
（1/10予約開始）

2月11日接種
（1/10予約開始）

2月18日接種
（1/20予約開始）

2月25日接種
（1/20予約開始）

3月4日接種
（2/1予約開始）



接種回数ごとの未接種者数（2月1日時点）

ワクチン接種数
226,728

3回目未接種者
40,332

2回目接種 3回目接種 4回目接種 5回目接種

4回目未接種者
59,459

5回目未接種者
23,470

ワクチン接種数
186,396

うち2価ワクチン接種数
4,764

ワクチン接種数
122,173

うち2価ワクチン接種数
46,304

ワクチン接種数
52,399

うち2価ワクチン接種数
52,399

直近1カ月の接種実績からすると集団接種の役割は終わりに近づきつつある



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

2月8日（水）

18
2
0

2月15日（水）

3／11

土

今後の新型コロナワクチン接種

集団接種会場の開催計画（津センターパレス・久居インターガーデン）

使用ワクチン オミクロン株対応 ファイザー（BA.4-5）

集団接種の実施期間 令和5年3月11日まで

市内の医療機関で実施する新型コロナワクチン接種を補完する役割として、津センター
パレス・久居インターガーデン内会場で集団接種会場を開設していますが、希望者が集中
する期間を過ぎていることから令和5年3月11日を最後に集団接種を終了します。接種を
希望される方は、早めにご予約ください。
なお、今後の新型コロナワクチン接種のあり方については、国の「予防接種・ワクチン分
科会」にて議論を行い、速やかに方向性に関する結論を得るよう、現在も検討が進められ
ています。今後の方針については、決まり次第お知らせします。



2・3月集団接種の予約状況（2月14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

1月20日

2月18日（土） 71 0 71

2月25日（土） 131 82 213

2月 1日 3月 4日（土） 165 149 314

2月15日 3月11日（土） 198 198 396

計 565 429 994 

使用ワクチン オミクロン株対応 ファイザー（BA.4-5）



個別接種協力医療機関（2月14日時点）

接種の種類 接種協力医療機関数

オミクロン株対応ファイザー 【12歳以上】

追加接種（3・4・5回目） 135 機関

小児 【5歳以上11歳以下】

初回接種（1・2回目）
追加接種（3回目）

19 機関

乳幼児 【生後6か月以上4歳以下】

初回接種（1・2・3回目） 9 機関

接種協力医療機関一覧
二次元コード

予約方法など
詳しくは接種協力
医療機関一覧
から確認できます

※12歳以上の初回接種（1・2回目）については、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：0120-059-550)へお問合せください。



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

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

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５年２月１５日（水）１４時００分～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 こども支援課 

（電話０５９－２２９－３２８４） 

健康福祉部 健康づくり課 

（電話０５９－２２９－３３１０） 

こども支援課長 

垣野 哲也 

健康医療担当参事(兼) 

健康づくり課長 

米倉 一美 

 
津市出産・子育て応援事業 

出産・子育て応援給付金 

２月１７日（金）案内文書発送 

３月７日（火）支給開始 

 
 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５年２月１５日

津市出産・子育て応援事業のご案内

料金後納
郵 便

大切なお知らせです。 必ずご開封ください。
Tsu City support program for childbirth and child rearing
Informative da cidade de Tsu sobre o projeto de suporte para parto e 

puerperio

３月７日（火）

支給開始

出産・子育て応援給付金
２月１７日（金） 案内文書発送

重
要

津中央局

〒514-8611 津市西丸之内23番1号

津市健康福祉部
こども支援課 （ ０５９ ）２２９ - ３２８６
健康づくり課 （ ０５９ ）２２９ - ３３１０

津市ホームページ

郵便区内特別

津市出産・子育て応援事業



事業の概要 （令和５年１月１日事業開始）

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる
環境を整えるため、妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に
寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や
継続的な情報発信を行う

妊娠届出後に出産応援給付金（妊婦１人当たり５万円）、
出生届出後に子育て応援給付金（児童１人当たり５万円）
を支給する （令和４年４月１日から令和４年１２月３１日ま
でに妊娠届出・出産された人は遡及支給）

伴走型相談支援

経済的支援



津市から案内文書等を送付
令和５年
２月１７日（金）

出産応援給付金と子育て応援給付金の支給 （遡及分）

１

申請書・アンケートを記入して返信用封筒による返送随 時 受 付

ご希望の口座へ給付金を振込

第１回支給スケジュール

※ 以降、受付から概ね２週間から３週間程度で指定口座に振り込みます。

内容の確認

令和５年
３月７日（火）

令和４年４月１日から同年１２月３１日までに
妊娠届出された人（８９１人） 出産された人（１，２５３人）



津市から案内文書等を送付

出産応援給付金の支給 （事業開始後①）

申請書を記入して返信用封筒による返送

ご希望の口座へ給付金を振込

第１回支給スケジュール

※ 以降、受付から概ね２週間から３週間程度で指定口座に振り込みます。

内容の確認

令和５年１月４日から同年２月１６日までに
伴走型相談支援（妊娠期）の面談を受けた人（約１８０人）

令和５年
２月１７日（金）

令和５年
３月７日（火）

随 時 受 付

２



面談時に申請書を手渡し

出産応援給付金の支給 （事業開始後②）

申請書を記入して返信用封筒による返送（面談時の受付可）

内容の確認

令和５年２月１７日以降に伴走型相談支援（妊娠期）の
面談を受ける人

令和５年
２月１７日（金）～

随 時 受 付

第１回支払スケジュール

令和５年
３月７日（火） ご希望の口座へ給付金を振込

※ 以降、受付から概ね２週間から３週間程度で指定口座に振り込みます。

３



伴走型相談支援（出産・産後２か月頃の赤ちゃん訪問）
の面談時に申請書を手渡し

令和５年
３月１日（水） ～

子育て応援給付金の支給 （事業開始後③）

令和５年１月１日以降に出産の人

内容の確認第１回支払スケジュール

令和５年
３月１４日（火） ご希望の口座へ給付金を振込

※ 以降、受付から概ね２週間から３週間程度で指定口座に振り込みます。

申請書を記入して返信用封筒による返送（面談時の受付可）随 時 受 付

４



伴走型相談支援

２ 妊娠届出時
１回目の面談

令和５年１月４日～

アンケートの記入、妊娠期のサービス等を一緒に
確認しながら、相談、支援を行う

妊婦が返送したアンケートにより、面談希望者と面談
（訪問、来所、オンライン面談など）、出産後の見通しを
寄り添って立てる

アンケートの記入、利用できる母子保健サービス、
相談機関、子育てひろば、子育て支援センター等を
紹介し、妊婦や家族を含め相談、支援を行う

※ 伴走型相談支援の面談は、保健師・助産師等が行います。

新規
妊娠８か月頃
２回目の面談

令和５年３月１日～

出産･産後２か月頃
（赤ちゃん訪問）

３回目の面談
令和５年３月１日～



伴走型相談支援 1回目の面談の実施状況

２
妊娠届出時の面談 市内の保健センターにて実施

保健師、助産師が面談

〇妊婦にアンケートを記入してもらい、妊婦の健康状態、ご家族などの

協力の有無、困りごと、不安などを把握する。

〇子育てガイドを手渡しし、妊娠期の過ごし方や利用できるサービス等を

一緒に確認しながら妊娠中、出産後の見通しを寄り添って立てる。

〇面談で表情や雰囲気を伺いながら、妊婦の不安などの相談に応じる。

〇伴走型相談支援の今後の流れ、出産・子育て応援給付金の案内をする。

実施状況 １７２件 （１月４日～２月１０日）



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。

健康福祉部こども支援課
ＴＥＬ：059-229-3286
ＦＡＸ：059-229-3451

健康福祉部健康づくり課
ＴＥＬ：059-229-3310
ＦＡＸ：059-229-3346

〒514-8611 津市西丸之内23番1号



定例記者会見 令和５年２月１５日（水）１４時００分～ 

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０５９－２２９－３３６１） 

広報課長 

西川 直希 

 
津市がロケ地に！ 

３月１７日（金）公開 映画「わたしの幸せな結婚」 

映画とタイアップした広域シティプロモーション ＰＡＲＴ２ 

～運命のラブストーリーを津市で体感～ 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



３月17日(金) 公開
映画『わたしの幸せな結婚』

映画とタイアップした
広域シティプロモーション
～運命のラブストーリーを津市で体感～

令和５年２月１５日



映画とタイアップした広域シティプロモーション

タイアップポスターが完成
（三重県、桑名市、専修寺、六華苑）

ロケ地マップが完成
（三重県、桑名市、専修寺、六華苑）

映画『わたしの幸せな結婚』展
in 専修寺の開催 （専修寺）

インターネットを活用したプロモーション（三重県、桑名市）

ロケ地 専修寺ノベルティの作成（専修寺）

１

２

３

４

５



タイアップポスター （3/1から掲示）

タイアッププロモーション ①

タイアッププロモーション ②

ロケ地マップ～専修寺・六華苑版～

・津市役所

・津市観光協会

・桑名市役所

・桑名市観光協会

ポスター・ロケ地マップ 主な掲示/配布場所

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配置

・専修寺

・六華苑

・津市東京事務所

・三重県関西事務所

・近畿日本鉄道、JR東海に駅への掲示を依頼

・イオンシネマ津/津南/桑名のほか、東海地区の

・映画館への設置を依頼

・別所書店のほか、東海地区の書店への設置を依頼

・県内全てのファミリーマート ３６２店舗（ロケ地マップ）

・県内全てのセブンイレブン １７５店舗（ポスター）

・県内のイオンモール・イオンタウン ３１店舗（ポスター・ロケ地マップ）

・三重県・愛知県・岐阜県・静岡県内の高校 ４５０校（ポスター）TOHOマーケティング㈱の協力により配置



映画『わたしの幸せな結婚』展 in 専修寺
～運命のラブストーリーを津市で体感～

タイアッププロモーション ③

３月１７日（金）～１９日（日）
９：００～１６：００

内 容

と き

①映画・ロケ地紹介などのパネルの展示

(場所：通天橋)

②劇中で使われたセットを専修寺境内に
再設置し、映画の世界観を再現

(御影堂前、大玄関前)

③映画『わたしの幸せな結婚』ロケ地
特別無料公開 など盛りだくさん！

通常非公開のロケ地「専修寺庭園」
などが無料公開されます。

10：00～、13:30～ （１日２回）

茶所・蓮心庵前（山門を入って右側）

各100人（各回１時間前から整理券を配布）

時 間

集 合

先 着

ちゃじょ れんしんあん

御影堂前 大玄関前
みえいどう おおげんかん

みえいどう おおげんかん

つうてんきょう



三重県による特設ホームページ開設
専修寺・六華苑のロケ情報やアクセス、イベント情報の
ほか、津市・桑名市の観光情報などをまとめた特設サイト
を三重県が開設し、広域観光ＰＲ！（３月公開予定）

タイアッププロモーション ④

「津市公式★ロケ地PRツイッター(@Tsu_CityPro)」
「津市公式Facebookページ」「津市ホームページ」の
ほか、ラジオやプレスリリースなどを通して最新情報を
全国へ発信！

津市公式ＳＮＳ等による最新情報の発信

インターネットを活用したプロモーション

※ 詳細は三重県へお問い合わせください。



タイアッププロモーション ⑤

ロケ地 専修寺 ノベルティ

映画とコラボしたロケ地 専修寺のノベルティ(抹茶) を
映画『わたしの幸せな結婚』展等のイベントで無料配布

１，０００セット部 数 ※製作費は専修寺により負担

３月１７日（金）公開

映画『わたしの幸せな結婚』 お楽しみに‼

※イメージです

※映画グッズではありません



津市の事業・ロケ・映画素材の提供に関すること
津市 政策財務部 広報課
シティプロモーション担当
ＴＥＬ：059-229-3361 ＦＡＸ：059-229-3339
MAIL:229-3111@city.tsu.lg.jp

桑名市の事業・ロケ・映画素材の提供に関すること
桑名市観光協会
ＴＥＬ：0594-41-2222 ＦＡＸ：0594-21-5416
MAIL:knako-987@bz01.plala.or.jp

三重県の事業・特設ホームページに関すること
三重県 雇用経済部観光局観光誘客推進課
観光誘客推進班
ＴＥＬ：059-224-2802

専修寺に関すること
真宗高田派本山 専修寺 広報課
ＴＥＬ：059-232-4171

六華苑に関すること
六華苑
ＴＥＬ：0594-24-4466

映画広報に関すること
TOHOマーケティング株式会社 中部営業所
営業企画室 東宝宣伝グループ
ＴＥＬ：052-218-7800

問い合わせ
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