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新型コロナウイルス感染症対策 

１２月１８日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第６３回）開催結果 

 
 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１２月１８日

１２月１８日開催
津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６３回）

開催結果

新型コロナウイルス感染症対策

1２/1４ 第６２回対策本部会議



感染者数の推移 （月別）

津市内の新型コロナウイルス感染者数：延べ１６６人

（単位：人）
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津市長が選ぶ 令和２年市政の１０大ニュース 

 
 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１２月１８日

津市長が選ぶ
令和２年市政の１０大ニュース
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津市長が選ぶ令和２年市政の１０大ニュース一覧

芸濃こども園開園

久居アルスプラザオープン
～久居駅周辺地区都市再生整備事業完了～

モーターボート競走事業
繰出額３０億円

映画「浅田家！」による
まちの活性化
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３
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地籍調査の円滑化・迅速化

橋南公民館
リニューアルオープン

雲出保育園改修移転

新町会館新築

新型コロナウイルス感染症
～市民への影響～

新型コロナウイルス感染症
～市独自のコロナ対策～



新型コロナウイルス感染症 ～市民への影響～１

２月２８日 全国の学校に臨時休業要請
４月１６日 緊急事態宣言を全国に拡大

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

▶３月２日から市立の小・
中・義務教育学校で一斉
臨時休業開始

▶津まつりが昭和６３年以来
３２年ぶりに中止

▶三重とこわか国体の
リハーサル大会中止

▶市内で６事例のクラスター
発生（１２月１６日時点）

市民への影響

▶都シティ津が９月１日から
当面の間休業



２ 新型コロナウイルス感染症 ～市独自のコロナ対策～２

家計支援

▶水道料金の基本料金を
２か月分無料化

▶給食費３か月分の
無償化

▶子育て世帯家計支援金
の交付
（給食費３か月分相当額）

地域経済支援

▶売上が減少している
事業者へ事業継続
支援金の交付

▶消費拡大に向けた
プレミアム付商品券の
発行

見本

市独自のコロナ対策を展開

新しい生活様式への対応

▶保育所・幼稚園等の
空調設備の増設・改修

▶避難所となる集会施設
や小中学校体育館など
のトイレ洋式化

感染拡大への不安・学校
の臨時休業に伴う支援

▶市民生活相談案内窓口
・事業者向け相談窓口
の設置

▶放課後児童クラブ・放課
後等デイサービス事業所
などへ緊急支援物資の
お届け

感染拡大により影響を受けた市民生活・地域経済への支援



久居アルスプラザオープン～久居駅周辺地区都市再生整備事業完了～３

１０月１日、久居アルスプラザがグランドオープン

事業費 ５７億５，０７９万円

来館者数
グランドオープン後１か月で

２４，６５７人

久居駅周辺地区都市再生整備事業
（平成２７年度～令和元年度）

・駅西口・東口広場（防災広場）整備
・駅東口駐車場・駐輪場整備
・市道新町野口線道路改良 など



芸濃こども園開園４

市立５つ目の幼保連携型認定こども園
芸濃こども園が４月１日開園

椋本幼稚園 安西・雲林院幼稚園 芸濃保育園

２２１人 （１１月１日現在） の子どもたちが利用

３つの幼稚園・保育園を一つに



新町会館新築５

７月１日、旧新町幼稚園跡地に複合的な機能を集約した
新町会館を新築移転

事業費

２億８，３６９万円

講座などの利用件数

利用状況
（オープンから１１月末までの

５か月間）

５５０件

利用者数 ７，１５３人
学習室 キッズルーム 研修室



橋南公民館リニューアルオープン６

１０月５日、旧修成幼稚園舎を活用し、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橋南公民館がオープン

事業費

１億４，０４９万円

公民館講座、自主講座など
の利用件数 ２０３件

利用状況
（オープンから１１月末までの

２か月間）

利用者数 １，８８７人
遊びの場地域活動の場 防災機能



雲出保育園改修移転７

６月１日、津波による浸水被害軽減のため、閉園した
旧雲出幼稚園舎を改修し、雲出保育園を移転

事業費 １億５，５８５万円
７０人 ９４人利用

定員 （２４人増）



モーターボート競走事業 繰出額３０億円８

モーターボート競走事業から社会貢献として未来を担う子どもたちの
ための施策の財源として２０億円、コロナ対策にさらに１０億円を
令和２年度一般会計に繰出

繰出額２０億円

学校校舎改修やこども園の増設など
未来を担う子どもたちのための施策に充当

繰出額１０億円

繰出額が３０億円に達するのは３９年ぶり

・コロナ対策事業への充当
・日々変化するコロナの影響に対し、必要な
対策を実施するための備えとして、新型コロ
ナウイルス感染症対策事業基金へ積立て



地籍調査の円滑化・迅速化９

国の先進的技術による効率的手法導入推進基本調査を津市で実施

リモートセンシングデータ（航空測量）活用型

山村部の基本調査をレーザ計測システム搭載
の航空機で実施し、航空レーザ測量等の

リモートセンシングデータを整備

ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）活用型

都市部の基本調査をＭＭＳ計測機器搭載
車両で実施し、三次元座標データ等を整備

地籍調査の円滑化・迅速化

従来の測量 約３０～４０日
山村部 １日
都市部 ３～４日

従来の境界立会 約３０日

山村部 ２日



映画「浅田家！」によるまちの活性化10

●ワルシャワ国際映画祭で邦画初「最優秀アジア映画賞」を受賞

●全国週間映画ランキング第１位（10/3～9）

●全国３４３映画館中、イオンシネマ津南が全国動員ランキング（累計）
第１位（10/26～）

映画「浅田家！」 興行成績

映画「浅田家！」が１０月２日公開
映画とタイアップしたシティプロモーションによる津のまちの活性化

●浅田家！×津市 ロケ地マップの作成・配付
●パネル展
来場者 イオン津南 ５，０００人（１日間）

三重県総合文化会館MieMu １１，０００人（２３日間）
久居アルスプラザ ７，０００人 （６日間）

●トークイベント＆写真集販売・サイン会 など

タイアッププロモーション


	【確認済】第１号様式　新型コロナウイルス感染症対策　12月18日開催　津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第63回）開催結果
	新型コロナウイルス感染症対策　12月18日開催　津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第63回）開催結果
	会議資料
	【確認済】第１号様式　津市長が選ぶ　令和２年市政の１０大ニュース
	Ｒ２ 10大ニュース　【★最終確定★】 （データ軽く）



