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令和４年度 

９月補正予算の概要 
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令和４年度
９月補正予算の概要

令和４年８月２２日



補正後の予算額

令和４年度一般会計９月補正予算の概要

１，１８２億１，４４８万円

補 正 額 ３２億７，８５１万円

補正前の予算額 １，１４９億３，５９７万円

新型コロナウイルス感染症対策事業

９億５，９６１万円

【対前年度同期比 ５２億５７９万円 （４．６％） の増】

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

２３億１，８９０万円



新型コロナウイルス感染症対策事業

令和４年度一般会計９月補正予算 主な事業

８億７，５６１万円

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

２回目までの接種を完了した人を対象とした令和４年１０月
半ば以降の接種開始を想定した接種体制の確保
（接種券発送経費、接種等事業委託料等）

接種対象人数 ： ２２７，０００人
（２回目接種完了者）

オミクロン株対応ワクチン接種経費 １０億５，７７６万円

現行ワクチン接種経費実績見込みに
よる減額

▲１億８，２１５万円

補正予算計上額 ８億７，５６１万円



３，７０３万円

肥料価格高騰農業者支援事業

国の肥料価格の高騰対策を活用することができない農業
者に対し、令和４年中の肥料購入額が４万円以上の場合
に、当該購入額に応じ、支援金を交付し、肥料価格の高騰
に直面している農業者を支援

原油価格・物価高騰等に対する事業者支援 （第２弾）

令和４年度一般会計９月補正予算 主な事業

肥料購入額 支援金額 肥料購入額 支援金額

４万円以上９万円未満 ５千円 ５２万円以上６１万円未満 ６万円

９万円以上１８万円未満 １万円 ６１万円以上７０万円未満 ７万円

１８万円以上２６万円未満 ２万円 ７０万円以上７８万円未満 ８万円

２６万円以上３５万円未満 ３万円 ７８万円以上８７万円未満 ９万円

３５万円以上４４万円未満 ４万円 ８７万円以上 １０万円

４４万円以上５２万円未満 ５万円



日々車両を運行しサービスを提供している訪問系・通所系
の障がい福祉・介護保険サービス等事業者（８４２事業所）
を支援

支援額 ： 使用車両１台当たり ５千円

１，７２７万円

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

原油価格・物価高騰等に対する事業者支援 （第２弾）

令和４年度一般会計９月補正予算 主な事業

感染症対策

２，２６５万円

一志学校給食センター空調設備設置事業

感染症対策として換気を行いながら十分な空調能力を確
保できるよう新たに空調設備を設置



令和４年度一般会計９月補正予算 主な事業

２１９万円鈴鹿市及び亀山市との高度な機能を有する消防通信指令セ
ンターの共同整備・運用に向けた協議会設置に要する経費

消防通信指令センター共同整備事業

７，３０５万円

自治体オンライン手続推進事業

自治体ＤＸの推進として、市民の皆様がマイナポータル等か
ら子育て・介護等の行政手続をオンラインで行っていただく
ための申請管理システムの構築、既存システムの改修等

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

老朽化が進む一志学校給食センターの長寿命化改修
事業に係る実施設計業務等

一志学校給食センター長寿命化改修事業
４６３万円



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（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



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（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



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（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



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（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 予算額 合計 52億3,967万円

合 計 501億4,462万円



定例記者会見 令和４年８月２２日（月）１４時～ 
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小学校水泳指導の民間委託 

～１学期の実施状況と２学期以降の取組計画～ 
 

 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８月２２日

～１学期の実施状況と２学期以降の取組計画～

小学校水泳指導の民間委託



民間プールを活用した水泳指導

〇学年単位を基本とし児童を泳力別に３グループ程度に分け、各グループに
インストラクターを配置し、教員とともに水泳授業を実施
〇気候や天候に影響を受けない屋内プールの利用により、柔軟なカリキュラムを
編成し、年間を通じて各学年３回の水泳指導を実施

水泳指導の内容

本年７月１日から、老朽化により学校プールで授業ができない小学校５校の
子どもたちへ、水泳指導の民間委託を開始

７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

７回（実績） １４回 １８回 １８回 １１回 ４回

育生小学校、藤水小学校、栗真小学校、黒田小学校、一志西小学校対象校

津市教育委員会

予算額 ６６５万円

【月ごとの実施回数】

〇プールへは、民間プールの送迎バスで移動し、移動時間は児童の負担を考え
片道３０分以内とする



ｚ

水泳指導の様子

学校を出発

バスでの移動時間は約20分

民間プールに到着

水泳授業終了

小学校

学校到着

民間プール （津アサヒスイミングスクール、
アサヒスイミングスクールくじら、アサヒスイミング
スクール千里）

9:00頃

津市教育委員会

9:20頃

11:00頃11:20頃

学校で着替えてから、バスに乗って
民間プールへ移動

まずは、授業の説明を聞いてから、
水泳授業スタート！
授業時間は学校へ戻る際の着替え
等の時間も含め約90分間。

着替えてから、バスに乗り学校へ
戻るバスでの移動時間は約20分



今後の取組

今回の取組を今後の水泳授業の在り方を検討するための試行としても位置付け、民間
委託による効果を検証。検証結果も併せて、来年度以降の水泳授業の在り方を改めて
検討

効果の検証と今後の取組

津市教育委員会

子どもたちの声
▶久しぶりのプールで楽しかった ▶めちゃくちゃたくさん泳いで疲れた
▶ていねいに教えてくれてよかった ▶初めての水泳授業で、ちょっと緊張した
▶たくさん教えてもらった。次もがんばります

▶室内温水プールは水温が安定し、天候等で左右されないので、子どもたちは抵抗
なく水泳授業に打ち込めたと思う

▶子どもたちが泳力別に分かれて、一人一人の力に応じたよりきめ細かな指導を受け
ることができた

▶１１月、１２月に実施する学校もあるので、子どもたちの健康管理に十分注意して
取り組むことが大切だと思う

教員の声



教育委員会事務局教育総務課
〒514-8611
津市西丸之内37番8号
ＴＥＬ：059-229-3292
ＦＡＸ：059-229-3332

問い合わせ 津市教育委員会



定例記者会見 令和４年８月２２日（月）１４時～ 
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新型コロナワクチン接種 

９月の接種体制 
 

 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8月22日

新型コロナワクチン接種

9月の接種体制



3回目接種回数 17万6,332回

3回目接種率 ※ 63.9％

3回目接種券発送数 21万4,278通
接種券発送数に対する
3回目接種率 82.3％

4回目接種回数 2万8,367回

全人口に対する
4回目接種率 ※1 10.3％

60歳以上人口に対する
4回目接種率 ※2 28.9％

4回目接種状況

※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

3・4回目接種状況について（8月21日時点）

65歳以上接種回数 7万4,026回

65歳以上接種率 ※ 90.8％

12～64歳接種回数 10万1,325回

12～64歳接種率 ※ 60.2％

※65歳以上人口8万1,487人（令和3年1月1日時点）に対する
接種率

※12～64歳人口16万8,353人（令和3年1月1日時点）に対する
接種率

※1 全人口27万6,072人
※2 60歳以上人口9万8,221人（いずれも令和3年1月1日時点）



接種券発送日程

2回目・3回目接種完了日 発送日 ３回目発送数 ４回目発送数

令和4年 3月21日～31日 ➡ 8月29日（月） 220 7,400

令和4年 4月 1日～10日 ➡ 9月 9日（金） 190 4,200

11日～20日 ➡ 9月16日（金） 160 2,500

21日～30日 ➡ 9月28日（水） 250 1,500

3回目接種券発送予定（12歳以上）＆ 4回目接種券発送予定（60歳以上）



接種券発送日 4回目発送数 予約開始日 接種日

8月19日（金） 1万1,600 8月22日（月）
9／4 ／8 ／10

日 木 土

8月29日（月） 7,400 8月31日（水）
／11 ／15 ／17 ／18

日 木 土 日

9月09日（金） 4,200 9月12日（月）
／22 ／24 ／25

木 土 日

9月16日（金） 2,500 9月20日（火）
／29

木

集団接種会場における3・４回目接種の予約計画

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画

※18歳以上60歳未満で医療従事者等及び高齢者施設等の従事者、基礎疾患を有する人等の4回
目接種券発行は「申し込み」が必要です。詳しくは津市ホームページをご覧ください。

9

9

9



集団接種予約状況と個別接種について（8月22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 美杉総合支所 合計

予約枠残り 予約枠残り 予約枠残り 予約枠残り

8月10日

8月25日（木） 0 0 — 0
8月27日（土） 265 129 — 394
8月28日（日） 273 0 86 359
9月 1日（木） 243 0 — 243
9月 3日（土） 171 0 — 171

8月22日

9月 4日（日） 398 393 — 791
9月 8日（木） 200 196 — 396
9月10日（土） 200 199 — 399

計 1,750  917 86 2,753

個別接種

接種協力医療機関一覧
二次元コード

接種可能な医療機関数 141（ファイザー or モデルナ 64 , ファイザー 74 , モデルナ 3）

接種協力医療機関一覧はこちら➡

※８月27日（土）に設定しているファイザーワクチン使用の12～17歳の予約枠のうち、8月21日時点で394枠が残り
ましたので、本日8時30分から一般に開放しました。同様に８月28日（日）に設定している美杉総合支所における60歳
以上への巡回型集団接種についても、8月21日時点で86枠が残りましたので本日8時30分から一般に開放しました。



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８月２２日（月）１４時～ 

場 所 庁議室 
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津市プレミアム付デジタル商品券 

つデジの実施状況について 
 

 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４年８月２２日

津市プレミアム付デジタル商品券

つデジの実施状況について



つデジの実施状況

取扱店
登録数

業 種 別 小売業 飲食業 サービス業 宿泊業 合 計

店 舗 数
７１９店 ３７９店 １７９店 １７店 １，２９４店

５５.６％ ２９.３％ １３.８％ １.３％ １００％

ユーザー
登録者数

発行状況

令和４年８月２２日現在の実施状況は次の通りです。

令和４年７月１２日ユーザー登録開始

令和４年６月１５日取扱店募集開始

４６，４４４人

購入限度額 一人あたり６万円(額面７万２千円)

発 行 総 額 ２０億４，０００万円

発 行 済 額 １５億３，３４１万４千円

購入者数 ３６，９７６人

令和４年７月１９日第１期販売/令和４年８月１０日第２期販売開始

売 上 状 況

令和４年８月１５日現在
（使用開始から２５日間の状況）

売上額 ４億５３５万円

使 用
店舗数

１，０１５店舗
【８月１７日現在】



年齢層別

年齢層別購入状況等（令和４年８月１７日現在）

購入者数 （購入者割合）

２９歳まで ３，７４７人 １０．１％

３０歳代 ６，３５０人 １７．２％

４０歳代 ８，８３０人 ２３．９％

５０歳代 ８，９６６人 ２４．２％

６０歳代 ６，０５６人 １６．４％

７０歳以上 ３，０２７人 ８．２％

合 計 ３６，９７６人

市内・市外別

購入者数 購入金額（プレミアム分含む） （割合）

市 内 ３１，７９５人 １２億２，８５７万８千円 ８９．４％

市 外 ４，９９０人 １億３，７９８万８千円 １０．１％

不 明 １９１人 ６９９万円 ０．５％

合 計 ３６，９７６人 １３億７，３５５万６千円



つデジに関するお問い合わせ・相談窓口

電
話
窓
口

コールセンター
Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１２０－０５９－２２９
時 間 ： 午前９時から午後６時まで（土・日・祝日を含む）

ヘルプデスク
所在地： 津市羽所町３７５番地 百五・明治安田ビル1階
Ｔ Ｅ Ｌ ： ０５０－３１３８－４３９４
（新型コロナウイルス感染症対策の観点から事前予約を推奨します）

時 間 ： 午前９時から午後６時まで（平日のみ）対
面
窓
口

事業者利用者

事業者利用者

操作サポート窓口（市内携帯ショップ）
スマートフォンの操作に不慣れな方や、キャッシュレス決済が未経験の方に、
携帯ショップのスタッフが対面で操作方法等をサポートします

利用者

NTTドコモ（ドコモショップ） （５店舗） 芸濃店、 津店、津北店、津中央店、久居店
ソフトバンク （７店舗） 河芸店、芸濃店、津北店、津駅西店、久居店

イオンタウン津城山店、イオンモール津南店（予約が必要です）
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