
定例記者会見 令和４年１０月３日（月）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

スポーツ文化振興部  

スポーツ振興課 

（電話０５９－２２９－３２５４） 

スポーツ振興課長 

奥村 昌弘 

 
３年ぶりの開催！ 

第16回津シティマラソン大会 

サオリーナ杯2023参加申込開始！ 
 

 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１０月３日

第16回津シティマラソン大会
サオリーナ杯2023参加申込開始！

令和４年１０月２６日から

３年ぶりの開催！



大会開催日時・コンセプト

⚫ コロナ対策の必要性

⚫ コロナ禍による人と人とのつながりの希薄化

⚫ スポーツ実施率のさらなる低下の可能性

⚫各地マラソン大会においても参加申込者が
減少傾向

コロナ対策に加え、

コンセプト

●令和５年２月１２日（日） 午前９時ＳＴＡＲＴ

開催日時等

●津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）周辺

「市民が運動を始める
きっかけづくり」

「人と人とのつながり」

課題

を重視



大会のポイント①

コロナ対策 (３密の回避)

募集定員の見直し 5,000人 ▶ 3,500人

開・閉会式、表彰式 中止。入賞者の表彰状は後日郵送

ゲストランナー等 招致しない

物産展 実施しない

記録証 会場での発行 ▶ WEBにて発行



大会のポイント②

●スポーツ体験コーナーの設置
ランニングフォーム診断やニュースポーツ体験コーナーを設置

●ジョギング部門でウオーキングが可能に
運動不足の方や老若男女が気軽に参加可能

「市民が運動を始めるきっかけづくり」のために①

●市民対象に先行申込を設定

NEW

早割特典として参加料500円割引を実施

「人と人とのつながりづくり」のために

●グループ部門（３人×１０㎞）を新設
10㎞コースにグループ（３人１チーム）で参加が可能に
３人の合計タイムで、豪華景品の当たるグループ賞を別途設定

「市民が運動を始めるきっかけづくり」のために②

例）榊原温泉宿泊チケット、ホテル津センターパレス宿泊チケット（１泊２食付10万円相当）などを予定

NEW

NEW



種目・部門等

種目・部門 対象 定員
参加料

一般申込 市民先行申込

１０ｋｍ

高校生以上

１，７００人 ４，０００円 ３，５００円

１０㎞グループ
（３人１チーム）

３００人
(100チーム)

１０，５００円 ９，０００円

５ｋｍ
高校生以上

６００人
３，０００円 ２，５００円

中学生 ２，０００円 １，５００円

２ｋｍ
高校生以上

４００人
２，５００円 ２，０００円

小学４年生～中学生 ２，０００円 １，５００円

２㎞ジョギング・
ウオーキング

年齢制限なし
(生活用車椅子参加可)

５００人 ２，０００円 １，５００円

合 計 ３，５００人

市民早割特典として
１人500円引き



コース

！
普段走ることができない市街地道路は
開放感たっぷり

市街地の街並みや津城跡の
景色を楽しみながらFun Run♪

！



申込方法・申込期間

● インターネット

● 電話

● ＦＡＸ

①ポータルサイトRUNNET
https：//runnet.jp/

TEL 0570-039-846

スポーツエントリー FAX 0120-37-8434
11月9日（水） ▶11月25日（金）

スポーツエントリー

②スポーツエントリー

https：//spoen.net 10月26日（水）▶11月8日（火）

市民先行申込期間

※募集パンフレットは大会公式ホームページからダウンロードしていただくか、市内の市スポーツ
施設、各総合支所、公民館等でお受け取りください。

※窓口での申込受付は実施しません。
※市民の方は一般申込期間でも申込可能です。

一般申込期間

NEW

NEW



協賛及びボランティア募集について
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大会に御協力いただけるボランティアを募集

協賛金及び協賛物品を募集

募集時期：１１月３０日（水）まで

活動内容：大会運営に係る業務全般

募集時期：１０月３１日（月）まで

津シティマラソン実行委員会事務局
TEL 059-229-3254

FAX 059-229-3247
問い合わせ

大会公式HP

応募要件：（１） 個人申込（津市内に在住、在勤、在学する方）
（２） 団体申込（三重県内の事業所・学校・グループなど）

新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響に鑑み各々の事業者の
実情に応じ可能な範囲でご協賛くださることを期待しています。

※応募方法については、大会公式ホームページで１０月３日よりお知らせします。



定例記者会見 令和４年１０月３日（月）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

農林水産部 農林水産政策課 

（電話０５９－２２９－３１７２） 

農林水産政策課長 

稲垣 正司 

 
コロナ禍における肥料価格高騰に対する農業者支援策 

津市肥料価格高騰農業者支援事業 

１０月１１日から申請受付開始 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



コロナ禍における肥料価格高騰に対する農業者支援策

津市肥料価格高騰農業者支援事業

１０月１１日から申請受付開始

令和４年１０月３日



津市肥料価格高騰農業者支援事業の趣旨

国の肥料価格高騰対策事業（令和４年１０月初旬 受付開始予定）

化学肥料の低減等を図る農業者に対し肥料コスト上昇分の一部を支援し、農業経営に及ぼす影響を緩和

コロナ禍からの経済回復に伴う原油の需要増やロシアのウクライナ侵攻などによる影
響により、肥料原材料費の高止まりが続く中、先が見通せない肥料価格の高騰

『支援内容』 化学肥料の２割低減に向けて取組む農業者に対して、肥料コスト上昇分の７割を支援
『参加要件』 化学肥料の低減を目指す取組を２年間で実施
『対象肥料』 令和４年秋肥（令和４年６月）～令和５年春肥（令和５年５月）として購入した肥料
『申請方法』 県で構築される協議会に対し、５人以上の農業者グループ単位で申請

令和４年８月３日に一部改正された国の要綱では上記の要件であり、
制度の活用が見込めない農業者を津市が支援していく制度を創設

令和４年９月２９日（木）市議会にて補正予算が議決

肥料コスト上昇率 令和４年６月時点で前年同月比 １２６．７％（約１．３倍）
※令和4年7月 農業物価指数より
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津市肥料価格高騰農業者支援事業の概要①

目的
肥料価格高騰に伴い影響を受ける市内の農業者に対し、肥料購入費
の一部を助成することで農業者の負担を軽減し、農業経営の維持を
支援する

対象者

次の１～５をすべて満たす農業者

１.市内に農地を所有または借り受けている者

２.市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する
法人等

３.令和４年１月１日から同年１２月３１日までの間に、自らが使用す
る農業用肥料を４万円以上購入し、農産物の販売を行っている者

４.本支援金交付申請に関する誓約・同意書を提出できる者

５.国または県等による肥料高騰に係る支援事業等を受けていない、
または受ける予定のない者



津市肥料価格高騰農業者支援事業の概要②

支援金
算定根拠

肥料価格は令和３年６月に対し、令和４年６月は約１.３倍の上昇
本年、肥料購入額４万円の方は、年後半の肥料購入額を２万円とすると、
前年は約１万５千円の購入額であったと見込まれ、差額５千円を支援
(年後半の購入額)20,000円÷(上昇率)1.3倍≒(前年度後半の購入額)15,000円
(年後半の購入額)20,000円－(前年度後半の購入額)15,000円＝(支援金)5,000円

支援額
令和４年分（R4.1.1～R4.12.31）の肥料購入額が４万円以上の農業者
について、肥料購入合計額に応じて支援金を交付（上限１０万円）

予算額：３，７０３万円（新型コロナウイルス感染症対策事業）

肥料購入合計額 支援金 肥料購入合計額 支援金

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
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申請に必要となる書類

申請に必
要な書類

１．申請書及び提出書類チェックシート

２．肥料価格高騰農業者支援金交付申請書 【第１号様式】

３．肥料購入経費の領収書等の写し（R4.1.1～R4.12.31）

４．本人確認書類（原則、顔写真付き）の写し

５．申請者名義の通帳の写し（金融機関名、支店名、支店番号、預金種

別、口座番号、口座名義人が確認できるもの）

６．肥料価格高騰農業者支援金交付申請に係る誓約・同意書

【第２号様式】

※申請に必要な書類のうち、チェックシート、第１号様式、第２号様式は、津市
ホームページからダウンロードが可能となっているほか、市本庁舎６階農林水産
政策課及び各総合支所地域振興課、市内各ＪＡの営農センターまたは農作業
支援センターでも配布しています
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申請受付期間・申請方法等

申請受付
期間

令和４年１０月１１日（火）～令和５年１月３１日（火） 当日消印有効
※申請は１事業者につき１回限り

申請方法

原則、郵送で受け付けます
（ＪＡの組合員の方は、市内の各営農センターまたは各農作業支援セ
ンターでも提出いただけます。）

※３密を避けるため、郵送申請にご協力をお願いします。

申請先
（郵送）

〒514-8611 津市西丸之内２３番１号

津市役所農林水産部農林水産政策課



問い合わせ先

農林水産部農林水産政策課
〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号

TEL ０５９－２２９－３１７２

FAX ０５９－２２９－３１６８



定例記者会見 令和４年１０月３日（月）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 障がい福祉課 

（電話０５９－２２９－３１５７） 

健康福祉部 介護保険課 

（電話０５９－２２９－３１４９） 

障がい福祉課長 

樋口 哲也 

介護保険担当参事（兼） 

介護保険課長 

木﨑 彰 

 
原油価格・物価高騰に対する事業者支援第２弾 

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 

１０月１１日 申請書を発送・申請書の受付開始 
 

 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１０月３日

原油価格・物価高騰に対する事業者支援

１０月１１日 申請書を発送・申請書の受付開始

第２弾

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・物価高騰に対する事業者支援

障害者支援施設・介護保険施設等運営支援事業

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

第１弾
電気代等光熱費の上昇により施設の運営経費が増加している
障害者支援施設及び介護保険施設等を支援（５３６施設）

第２弾

原油価格の高騰により、車両の燃料費が増加している訪問系・
通所系の事業者を支援

支給済額（9月末現在）

１，９０６万円

予算額（9月補正）

１，７２７万円

障がい福祉サービス 介護保険サービス等 予算額

訪問系事業所 ２３６万円 ７１３万円 ９４９万円

通所系事業所 ３０１万円 ４７７万円 ７７８万円

合 計 ５３７万円 １，１９０万円 １，７２７万円

【予算額内訳】

障害者支援施設等 介護保険施設等 支給済額

入居・入所施設 ２３５万円 １，０４２万円 １，２７７万円

通所施設 ２３８万円 ３９１万円 ６２９万円

合 計 ４７３万円 １，４３３万円 １，９０６万円

【支給済額内訳】

申請期限 9/30（当日消印有効）



事業の概要①

事業の目的

原油価格高騰の影響を受けながらも、日々車両を運行し障がい福祉サービス、介護
保険サービス等を提供する市内に事業所を有する訪問系及び通所系の事業者が、
今後もこれまでと同様のサービスを継続して提供できるよう、令和４年４月から同年
９月までの半年間に使用した車両の燃料高騰相当分の一部（２分の１相当分）を支
援する。

（参考） ・ 燃料費の上昇額
レギュラーガソリン 令和４年１月から７月までの価格と前年同期を比較
→ １リットル当たり２２.２円の上昇

・ 1か月の給油量/1台
事業所における５月、６月の1台当たりの平均給油量 → ７３リットル

２２.２円 × ７３リットル × ６か月 × １/２ ≒ ５，０００円

※経済産業省資源エネルギー庁の石油製品価格調査による

支援額

サービス提供に使用する車両１台当たり ５千円を支援



障がい福祉・介護保険サービ等事業者原油価格高騰対策事業継続支援事業

障がい福祉サービス事業（345事業所） 介護保険サービス事業等(497事業所）

訪問系
（148事業所）

通所系
（197事業所）

訪問系
（308事業所）

通所系
（189事業所）

・居宅介護、重度訪問介護、
同行援護
・就労定着支援、自立生活
援助
・計画相談支援、地域移行
支援
・障害児相談支援、保育所
等訪問支援
・移動支援、訪問入浴サー
ビス

・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・生活介護
・放課後等デイサービス
・児童発達支援
・日中一時支援
・就労移行支援
・自立訓練（機能訓練）
・自立訓練（生活訓練）

・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
・居宅介護支援
・福祉用具貸与
・配食サービス（津市委
託事業）

・デイサービス
・通所リハビリテーション
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅
介護

対象事業所

※令和４年７月１日時点において事業を実施し、かつ、支援金の交付申請時点において継続して事業を実施していること

事業の概要②



支援金の申請手続き

申請書類の発送

申請書の提出先

津市役所健康福祉部
障がい福祉課（障がい福祉サービス事業者）
介護保険課 （介護保険サービス等事業者）
または各総合支所市民福祉課（久居総合支所は福祉課、市民課）

申請期間

申請書類

１０月１１日（火）に対象事業所へ案内及び申請書を発送

１０月１１日（火）～１２月２８日（水）

①原油価格高騰対策事業継続支援金交付申請書（請求書）

②法人名義及び法人名が記載された通帳の写し
※金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が確認
できるもの



問い合わせ窓口問い合わせ窓口

“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

障がい福祉サービス事業者への支援について
健康福祉部 障がい福祉課
電話番号 ０５９－２２９－３１５７

介護保険サービス等事業者への支援について
健康福祉部 介護保険課
電話番号 ０５９－２２９－３１４９



定例記者会見 令和４年１０月３日（月）１１時～ 

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 

60歳未満の４回目接種券が本日から届きます 
 

 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

60歳未満の4回目接種券が本日から届きます

令和4年10月3日



3回目接種回数 18万 143回

3回目接種率 ※ 65.7％

3回目接種券発送数 21万6,094通

接種券発送数に対する
3回目接種率 83.4％

4回目接種券発送数 11万9,469通

接種券発送数に対する
4回目接種率 58.9％

4回目接種回数 7万 408回

全人口に対する
4回目接種率 ※1 25.7％

60歳以上人口に対する
4回目接種率 ※2 71.5％

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

3・4回目接種状況について（10月2日時点）

65歳以上接種回数 7万4,328回

65歳以上接種率 ※ 90.9％

12～64歳接種回数 10万4,623回

12～64歳接種率 ※ 62.8％

※65歳以上人口8万1,744人（令和4年1月1日時点）に対する
接種率

※12～64歳人口16万6,659人（令和4年1月1日時点）に対する
接種率

※1 全人口27万4,065人
※2 60歳以上人口9万8,474人（いずれも令和4年1月1日時点）



10月集団接種の接種実績と今後の予約枠数（10月3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

接種枠残／総枠数 接種枠残／総枠数 接種枠残／総枠数

9月22日
10月 1日（土） 92／ 300 4／ 200 96／ 500

10月 2日（日） 482／ 600 273／ 400 755／1,000

計 574／ 900 277／ 600 851／1,500

予約空枠／総枠数 予約空枠／総枠数 予約空枠／総枠数

9月22日
10月 8日（土） — 0／ 200 0／ 200

10月 9日（日） — 123／ 200 123／ 200

9月30日

10月15日（土） 252／ 300 165／ 200 417／ 500

10月16日（日） 581／ 600 377／ 400 958／1,000

10月22日（土） 288／ 300 187／ 200 475／ 500

10月23日（日） 599／ 600 390／ 400 989／1,000

計 1,720／1,800 1,242／1,600 2,962／3,400
※津まつり開催に伴う閉鎖

※

※



接種間隔 前回の接種から5か月以上

4回目未接種の方の対象を拡大 未接種者数

これまで
の対象者

• 60歳以上の方
• 18歳以上で基礎疾患を有する方、その他重症化リスク
が高いと医師が認める方

• 医療従事者等及び高齢者施設等の従事者など

21,000人
（9月27日時点）

拡大する
対象者

• 12歳以上のすべての方（オミクロン株対応ファイザー）
• 18歳以上のすべての方（オミクロン株対応モデルナ）

58,000人

3回目未接種の方

対 象
• 12歳以上のすべての方（オミクロン株対応ファイザー）
• 18歳以上のすべての方（オミクロン株対応モデルナ）

26,000人
（9月27日時点）

津市では9月22日以降の集団接種の予約状況に基づき、４回目オミクロン株対応ワクチンの接
種対象者を12～59歳の皆さんに拡大し、9月29日から接種券を送付しています。接種券に同封さ
れているチラシは従来株のものになっていますが、オミクロン株対応ワクチンを接種いただけます。

４回目オミクロン株対応ワクチン接種の対象拡大

※4回目接種済の方については、10月下旬以降から前回接種後に一定の期間を経過した方から2価ワクチンの接種が
可能となる予定です。１回目・２回目未接種の方は接種できません。

（10月末時点で５か月
を経過する12～59歳
の人数）



12歳～59歳の人にも4回目接種対象を拡大

3

回
目
接
種
が
完
了
し
て
い
る
？

は
い

4回目接種が
まだの方

オミクロン株対応
ワクチンの接種

60

歳
以
上
の
人

オミクロン株対応
ワクチンの接種

オミクロン株対応
ワクチンの接種

4回目接種が
完了した方

12

～
59

歳
の
人

オミクロン株対応
ワクチンの接種

い
い
え

10月初旬 10月中旬 10月下旬以降

５
回
目

４
回
目

４
回
目

３
回
目

接種時期接種対象：1・2回目接種が完了している人



接種券発送日
3・4回目
発送数

予約開始日 予約開始する接種日

9月16日（金） 2,700 9月22日（木）
10／8 ／9

土 日

9月28日（水）
9月29日（木）

1,700
2万1,000

9月30日（金）
10／15 ／16 ／22 ／23

土 日 土 日

10月 7日（金） 2万5,200 10月11日（火）
10／29 ／30 11／3 ／5 ／6

土 日 木・祝 土 日

10月18日（火） 6,600 10月20日（木）
11／10 ／12

木 土

すでに5か月が経過した4回目接種券を2回に分けて送付

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画（オミクロン株対応モデルナ）

対象を拡大した４回目接種券は、3月31日までに3回目を接種した人については9月29日（木）
に発送しましたので、本日からお手元に届きます。4月1日から5月10日までに3回目を接種した人に
ついては10月7日（金）に発送しますので、接種券が届き次第ご予約をお願いします。



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
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