
令和３年１０月２２日

本日から申請受付開始

新型コロナウイルス感染症対策

津市独自の支援策 “津市事業者緊急支援金”



令和３年４月２日～９月３０日 （受付終了）

本来であれば売上が増加すると思われた令和３年２月、３月の売上が
前年同月比５０％以上減少した市内の飲食事業者等を対象に実施

申請期間
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により大きな影響を受け
令和３年８月～１２月の売上が前年・前々年同月比５０％以上減少した
市内の飲食・観光事業者等を対象に実施

令和３年９月１０日～令和４年２月２８日 （現在受付中）

令和３年度の津市独自の事業者支援策

２ 津市飲食・観光事業者等事業継続支援金

申請期間

概要

実施結果 交付件数 ３２３件 支給金額 ３，９８０万円

１０月１８日時
点の申請状況

交付件数 １４４件 支給金額 １，８４０万円

１ 津市飲食事業者等事業継続支援金

概要



月次支援金（国）
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて
おり、緊急事態措置等が実施された月の売上が前年・前々

年同月と比べて５０％以上減少している事業者を支援

事業者に対する国・県の支援

時短要請協力金（県） 飲食店及び集客施設に対して時短営業に全面的に協力する事業者を支援

令和３年９月７日
緊急事態宣言の発出に対応するため、津市独自の緊急支援策
に係る予算を津市議会に追加提案

国の月次支援金を補完する形での独自支援策が必要と判断

中小法人等
上限２０万円/月
個人事業者等
上限１０万円/月

津市事業者緊急支援金の経緯

三重県に緊急事態宣言発出・当初の期間８月２７日～９月１２日

緊急事態宣言が９月３０日まで延長となり、その後解除となった

令和３年８月及び９月に、緊急事態宣言の発出に伴い飲食店の休業・時短要請
の影響、外出自粛の影響を大きく受けた事業者への支援を実施

令和３年１０月２０日 津市議会において追加補正予算案が議決 【予算額５,０００万円】



対象月 ８月及び９月 （８月２７日～９月３０日の緊急事態宣言発令月）

対象者

対象要件

支給額

対象月の売上減少率が前年又は前々年同月比で

３０％以上５０％未満の事業者

※対象月のいずれの月も売上減少率が３０％以上５０％未満の事業者は月数分支給
※三重県飲食店時短要請等協力金及び三重県集客施設時短要請協力金の対象となる
事業者は対象外

緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を
受けている、市内に店舗・事業所を有する中小法人及び個人事業者等

個人事業者等 上限５万円／月 中小法人等上限１０万円／月

申請時期 令和３年１０月２２日（金）・本日より受付開始 ※郵送による受付

津市事業者緊急支援金の概要



津市事業者緊急支援金の対象事業者

外出自粛により依頼が減少している清掃業者

飲食店向け内装工事が減少している工事業者
外出自粛により稼働が減少している

輸送・運送業者

飲食店の時短により受注が減少した
卸売業者又は製造業者

外出自粛により来客が減少している理・美容院

外出自粛により来院者が減少しているクリニック飲食店からの広告依頼が減少している広告業者

飲食店の休業・時短営業の影響を受けるケース 外出自粛の影響を受けるケース

対象となる例

外出自粛により依頼が減少しているインストラクター



申請に必要となる書類

申請に必要な
書類

（①～⑦）

＋

⑤ 誓約書（第２号様式）

④ ⑤

⑦ 前年又は前々年の該当月の売上
状況を示した確定申告書類の写し

以下の①から⑦までの書類を全て揃えて、郵送にて提出

③ 申請者名義の通帳の写し ⑥ 請求書（第３号様式）

※申請書類のうち、指定の様式（第１号から第３号様式）は、津市ホームページからダウンロード

④ 本人確認書類の写し（運転免許証等）

②
売上台帳等

（令和３年８月、９月
のいずれかの売上を
示した書類）

③
⑥ ⑦① 申請書（第１号様式）



申請期間、申請方法等

申請期間
令和３年１０月２２日（金）から

令和３年１２月２１日（火）まで（消印有効）

申請方法 原則、郵送のみ
※３密（密閉、密集、密接）を避けるため、御協力をお願いします。

申請（郵送）先
〒514-0131 三重県津市あのつ台４－６－１
あのつピア１階 津市ビジネスサポートセンター
「津市事業者緊急支援金」事務局あて

問い合わせ先

経営支援課 電話番号 059-236-3355
企業誘致課 電話番号 059-236-3353
商業振興労政課 電話番号 059-229-3114

各総合支所 地域振興課

商工観光部



三重とこわか国体中止に伴う

津市事業者緊急支援金受付開始

令和３年１０月２２日



三重とこわか国体中止に伴う津市事業者緊急支援金の概要

予算額
１，３３５万７千円

三重とこわか国体が新型コロナウイルス感染症の感染急拡
大のため急遽中止となったことにより影響を受けることと
なった市内の委託事業者等を支援

・国体関連業務で津市実行委員会との契約締結事業者
・津市開催競技会場として施設等の提供事業者
・津市実行委員会が指定した弁当調製施設運営事業者
・県配宿センターを通じて津市開催競技への宿泊施設提供事業者

国体の津市開催競技に関連する業務の実施に当たり、本来得られる
予定であった収入額から、実際の収入額を控除した額（減収見込額）
が１万円以上の者

①減収見込額が１００万円未満 減収見込額に１０％を乗じた額
②減収見込額が１００万円以上２００万円未満 １０万円
③減収見込額が２００万円以上３００万円未満 ２０万円
④減収見込額が３００万円以上 ３０万円

対 象
事業者

交付額

要 件

※一事業者・一回限り

※千円未満切捨て



三重とこわか国体中止に伴う津市事業者緊急支援金受付開始

令和３年１０月２１日（木）～１２月２４日（金）

精算が完了した４９事業者に対し、１０月２１日に市から
プッシュ型で申請書を発送

補正予算案が津市議会で可決令和３年１０月２０日

現在精算業務中の９事業者については、金額が確定次第申請書を送付

国体中止に伴う津市事業者緊急支援金（案）を
津市議会に追加提案

令和３年９月７日

申請を受付次第、審査・交付決定し、支払い開始

国体関連業務で津市実行委員会との契約締結事業者 １９事業者

津市開催競技会場として施設等の提供事業者 ３事業者

津市実行委員会が指定した弁当調製施設運営事業者 １事業者

県配宿センターを通じて津市開催競技への宿泊施設提供事業者 ２６事業者

受付期間

今後の流れ



問い合わせ窓口

国体・障害者スポーツ大会推進局
競技運営課
〒514-0056  津市北河路町１９番地１
メッセウイング・みえ ２階
ＴＥＬ：059-229-3610
ＦＡＸ：059-229-3260



津市総合防災訓練
令和３年１１月１４日開催

令和３年１０月２２日



訓練日時

令和３年１１月１４日 ９時～１１時
●雨天中止（前日・当日の状況により判断）

●警報発表時は中止

※その他、新型コロナウイルス感染症の感染

状況によっては、中止となる場合があります。

日

訓練会場

津市立一志中学校（一志町高野２６０９番地）

令和３年度津市総合防災訓練日時・会場

一志中学校

波瀬川

とことめの里一志（景観池）

県道15号



大規模風水害に対する災害予防及び想定される被害への実践的な応急対策訓練
を実施して、災害対応技術を向上させるとともに防災関係機関相互の応急活動体
制を確立する。併せて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を踏まえた
避難所運営要領を修得し、行政と市民が一体となった災害対応を具現し防災意識
の高揚を図ることを目的とする。

訓練目的

訓練目的・テーマ

防災関係機関や自主防災組織が役割分担し、相互に連携しながら、大規模風水害

及び土砂災害を想定した実践的な訓練を実施

訓練を通じて災害対応技術を養い、災害時の行動、判断力等の災害対応力を向上

訓練テーマ

コロナ禍における大規模風水害への備えと災害対応の実践に向けて

訓練実施方針



訓練想定

◆令和３年１１月９日、太平洋上で発生した大型の台風は、発達し
ながら北上。同月１４日午前９時頃、中心気圧９３０ｈｐａ、最大風速
４５ｍ／秒の勢力を維持し、線状降水帯を形成しながら大量の降水
を伴い三重県内を縦断している状況である。
豪雨の影響により、市内の一志町
では波瀬川が氾濫しているほか、土
砂災害の発生、集落の孤立など大き
な被害が発生している。

訓練想定



訓練特色・項目

自治会、自主防災協議会等
一志中学校生徒

●避難訓練
●避難所運営訓練
●倒壊家屋救助訓練
●土のう構築訓練

市・各防災関係機関

●避難誘導訓練
●情報収集伝達訓練
●避難行動要支援者搬送訓練
●負傷者応急手当訓練
●土のう構築訓練
●孤立集落住民救助訓練
●浸水地域排水訓練
●倒壊家屋救助訓練

訓練の３つの特色

特色① 特色② 特色③

土砂災害に対する訓練
コロナ禍における
避難所運営訓練

浸水害に対する訓練

訓練の項目



浸水害に対する訓練特色①

自衛隊及び消防機関との連携による、救助ボートを
活用した河川の浸水により孤立した住民の救助訓
練を実施

【とことめの里一志 景観池】

浸水による孤立集落からの救助訓練

国土交通省三重河川国道事務所が保有する排水
ポンプ車等の災害対策用車両を活用駆使しながら、
市と防災関係機関とが連携を図り、浸水した集落
での排水等の応急対策訓練を実施

【一志中学校 プール】

関係機関との連携による浸水地域の排水訓練



土砂災害に対する訓練特色②

一志地域の災害特性を踏まえ、土砂災害の発生を
想定し、自衛隊、警察、消防等の防災関係機関が
相互に連携し、被災者の迅速な救助を目的とした実
践的な合同訓練の実施

土砂災害による倒壊家屋からの救助訓練

土砂災害から命を守るための避難訓練

地域住民が土砂災害警戒情報及び自治体が発令
する【警戒レベル４】避難指示の重要性を認識し、
危険地域の住民が迅速な避難行動を行うことを目
的とした、土砂災害からの避難訓練を実施



コロナ禍における避難所運営訓練特色③

令和２年度総合防災訓練での検証結果も踏まえ
ながら、段ボールベッドや段ボール間仕切り等の感
染症対策用品の取り扱い方法を確認し、行政と市
民が一体となった避難所における感染防止対策
の充実・向上を目指した運営訓練の実施

「新しい生活様式」を実践した避難所運営訓練

受付時からソーシャルディスタンスを保ち、三つの密
を避けるための配慮を行うなど、感染予防対策の徹
底を行うことで、訓練参加者一人ひとりの基本的感
染予防対策を見直すきっかけにしていく

行政と市民が一体となった避難所運営訓練



参加予定機関

市民参加団体

●津市自治会連合会一志支部
●津市自主防災協議会一志支部
●津市自主防災協議会（一志支部除く）

市・各防災関係機関

●津市（各部局、各総合支所、久居消防署、白山消防署、一志中学校）
●津市消防団（一志方面団、学生機能別団員）
●陸上自衛隊
●航空自衛隊
●国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所
●津南警察署

９機関 約３００人の参加を予定

※令和３年度津市総合防災訓練の参加機関については、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、上記

機関に限定して実施します。

【敬称略、順不同】



危機管理部防災室
〒514-8611 津市西丸之内23番1号

ＴＥＬ ：059-229-3104
ＦＡＸ ：059-223-6247

E‐Mail：229-3104@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先



令和3年10月22日

新型コロナワクチン接種

11月中旬以降の接種機会を確保

10代・20代男性の武田／モデルナワクチン接種について

３回目接種ワクチンの第1クール配分量決定



津市ではこれまで新型コロナワクチンの個別接種を行う医療機関の接種枠を拡大し、集団接種では
時間延長や臨時会場を設けるなどして、11月末までに接種を受けられるよう体制を整えてきました。ま
だ接種を受けられていない人は接種協力医療機関等で11月9日（火）までに1回目接種を予約する
と、11月末までに2回の接種を完了することができます。

個別接種の11月中に接種可能な回数

11月7日までの集団接種

5,280回

定員に達しました

11月中に接種を希望する人は個別接種を予約してください

武田／モデルナワクチンの県営四日市市総合体育館

次ページに接種協力医療機関を掲載

１回目 ２回目 予約可能残数

10月23日（土） 11月20日（土） 718人

10月24日（日） 11月21日（日） 842人

※ワクチンの副反応等を正しく理解の上、接種してください。

※10月21日時点

9月25日（土） 10月3日（日）

124人/672人 91人/664人

9月26日（日） 10月9日（土）

63人/656人 88人/677人

10月2日（土） 10月10日（日）

96人/677人 49人/392人

三重県による武田／モデルナワクチン
（ツッキードーム会場）津市民接種実績

参考：令和3年1月1日時点の津市人口／三重県人口
＝276,072／1,800,756＝15.3％

合計 511人／3738人
（接種率13.7％）



11月9日までに接種枠のある接種協力医療機関 【50医療機関・10/21現在】

詳細はこちらから

★…かかりつけ患者以外の人も対象の医療機関 …12～15歳の人も接種できる医療機関

医療機関名 最短接種日 予約方法

★ 赤塚クリニック 10/27 ☎

★ 飛鳥メディカルクリニック 10/25 ☎,来院

熱田小児科クリニック 11/1 ☎

★ アルカディア 10/25 ☎,FAX,メール

★ 伊勢谷医院 11/8 来院

★ 稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 10/28 HP

★ カサデマドレクリニック 10/22 来院

★ かわいクリニック 11/6のみ ☎,FAX,来院

★ 川浪内科 問い合わせ ☎,来院

きのここどもクリニック 10/26 ☎,来院

★ 草川医院 10/26 ☎

★ 小西ヒフ科医院 10/25 ☎,来院

★ 駒田医院 10/29 ☎,来院

★ しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 11/1 ☎,来院

新町整形外科診療所 10/25 ☎,来院

世古口消化器内科
なぎさまち診療所

10/28 ☎

★ セントローズクリニック 10/29 ☎

★ 高野尾クリニック 11/8 ☎

★ たけうち内科クリニック 問い合わせ ☎,来院

たじま泌尿器科皮フ科 10/23 ☎

★ たなか内科 11/9 ☎,来院

タナハシ医院 10/28 ☎

★ 千里クリニック 10/29 ☎,来院

つおき高橋クリニック 10/26 ☎,来院

★ 津さくらばしクリニック 10/30 ☎

★ 津生協病院 10/27 HP

★ 津ファミリークリニック 10/22 ☎

★ 津みなみクリニック 10/22 ☎

とうかい整形外科かわげ 10/29 ☎

なかせ内科胃腸科 10/25 ☎,来院

★ にしかわ小児科 10/30 ☎

★ 西出医院 10/25 来院

のむら小児科 10/25 ☎

★ はくさんクリニック 10/22 ☎,来院

久居病院 10/26 ☎

★ ふじた耳鼻咽喉科 10/26 ☎,来院

★ 二神クリニック 10/24 ☎,来院

★ ベタニヤ内科・神経内科クリニック 10/25 ☎,来院

★ 前川内科 10/28 ☎,来院

★ 増井内科 10/25 ☎

★ 三重県立一志病院 10/27 ☎

★ 三重耳鼻咽喉科 問い合わせ ☎

★ みえ消化器内科 問い合わせ ☎,来院,HP

★ 三井整形外科 10/26 ☎,来院

むらしま整形外科 問い合わせ 来院

★ やまぐちクリニック 10/28 ☎,来院

★ やまもと総合診療クリニック 10/27 ☎

★ ゆうあいクリニック 10/25 ☎,来院

★ ゆり形成内科整形 10/28 ☎

★ 吉田クリニック 11/1 HP

※予約をした人は、キャンセルする場合は必ず連絡をお願いします。また、複数の医療機関に予約しないでください。



11月以降に12歳を迎える人および11月中旬以降にワクチン接種を希望する人に、集団接種会
場における11月13日（土）以降の土曜日を使って１回目、２回目の予約をセットで行います。12
月以降も必要に応じて予約枠を確保します。

11月以降に12歳になる人

11月中旬以降に接種希望の人

11月中旬以降の接種機会の確保について（３回目接種を除く）

１回目 ２回目 会 場 予約可能残数 合 計

11月13日（土）
14時～17時

12月4日（土）
14時～17時

津センターパレス 72人 72人

11月20日（土）
14時～17時

12月11日（土）
14時～17時

津センターパレス 36人
72人

久居インターガーデン 36人

11月27日（土）
14時～17時

12月18日（土）
14時～17時

津センターパレス 36人
72人

久居インターガーデン 36人

11月13日以降の１回目集団接種日程

対 象

11月1日（月）8時30分～
予約開始日時



11月10日以降も接種枠のある接種協力医療機関 【56医療機関・10/21現在】

★…かかりつけ患者以外の人も対象の医療機関 …12～15歳の人も接種できる医療機関

詳細はこちらから※予約をした人は、キャンセルする場合は必ず連絡をお願いします。また、複数の医療機関に予約しないでください。

医療機関名 最短接種日 予約方法

★ 赤塚クリニック 10/27 ☎

熱田小児科クリニック 11/1 ☎

★ あらき内科クリニック 11/10 ☎

★ アルカディア 10/25 ☎,FAX,メール

いぐち内科・消化器内科クリニック 11/16 ☎,来院

★ 伊勢谷医院 11/8 来院

★ 稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 10/28 HP

いのもと医院 11/29 来院

うめもとこどもクリニック 11/10 ☎

★ おくだ内科クリニック 11/18 ☎,来院

★ カサデマドレクリニック 10/22 来院

★ かわいクリニック 11/6のみ ☎,FAX,来院

★ 川浪内科 問い合わせ ☎,来院

きのここどもクリニック 10/26 ☎,来院

★ 草川医院 10/26 ☎

★ 小西ヒフ科医院 10/25 ☎,来院

★ 駒田医院 10/29 ☎,来院

★ 坂口医院 11/27 ☎,来院

坂の上クリニック 11/11 ☎

新町整形外科診療所 10/25 ☎,来院

世古口消化器内科
なぎさまち診療所

10/28 ☎

★ セントローズクリニック 10/29 ☎

★ 高野尾クリニック 11/8 ☎

★ たけうち内科クリニック 問い合わせ ☎,来院

たじま泌尿器科皮フ科 10/23 ☎

★ たなか内科 11/9 ☎,来院

★ 田中内科 11/10 ☎,来院

タナハシ医院 10/28 ☎

★ 千里クリニック 10/29 ☎,来院

つおき高橋クリニック 10/26 ☎,来院

★ 津さくらばしクリニック 10/30 ☎

★ 津市家庭医療クリニック 11/17 ☎,来院

★ 津生協病院 10/27 HP

★ 津ファミリークリニック 10/22 ☎

★ 津みなみクリニック 10/22 ☎

とうかい整形外科かわげ 10/29 ☎

なかせ内科胃腸科 10/25 ☎,来院

★ にしかわ小児科 10/30 ☎

のむら小児科 10/25 ☎

★ はくさんクリニック 10/22 ☎,来院

久居病院 10/26 ☎

★ フェニックス健診クリニック 11/12 ☎

★ 二神クリニック 10/24 ☎,来院

★ ベタニヤ内科・神経内科クリニック 10/25 ☎,来院

★ 前川内科 10/28 ☎,来院

★ 増井内科 10/25 ☎

ますだこどもクリニック 11/15 ☎,来院

★ 三重県立一志病院 10/27 ☎

★ 三重耳鼻咽喉科 問い合わせ ☎

★ みえ消化器内科 問い合わせ ☎,来院,HP

★ 三井整形外科 10/26 ☎,来院

★ やまぐちクリニック 10/28 ☎,来院

★ やまもと総合診療クリニック 10/27 ☎

★ ゆうあいクリニック 10/25 ☎,来院

★ ゆり形成内科整形 10/28 ☎

★ 吉田クリニック 11/1 HP



津市におけるワクチン接種状況（10月21日時点ＶＲＳより）

 全体の接種率は接種券を送付した人口25万1,844人から算出
 高齢者の接種率は65歳以上の人口8万4,963人から算出
 全体接種回数の内訳：個別接種26万7,587回 集団接種7万1,579回 県営接種会場6,413回

市外接種8,228回 職域接種29,482回 東京・大阪大規模接種会場225回

１回目接種回数 ２回目接種回数

20万4,884回 17万8,629回
１回目接種率 ２回目接種率

81.4％ 70.9％

65歳以上の高齢者

１回目接種回数 ２回目接種回数

7万6,350回 7万5,301回
１回目接種率 ２回目接種率

89.9％ 88.6％

接種対象者全体

12～19歳 20代 30代 40代 50代 60～64歳

１回目 64.9 67.8 71.3 80.0 83.8 89.1

２回目 40.4 48.2 54.0 64.2 75.4 84.7

65～69歳 70代 80代 90代 100歳以上

１回目 87.4 90.1 91.0 91.8 86.0

２回目 86.1 89.0 89.7 90.3 83.7

年代別接種率（％）

全人口276,072人（令和3年1月1日時点）に対する接種率 １回目74.2％ ２回目64.7％

予想される11月末時点での接種率 83％



10代・20代男性のモデルナワクチン接種について

津市新型コロナワクチン接種予約・
電話相談窓口（コールセンター）へ
TEL:0570-059567

県営四日市市総合体育館会場、
職域接種会場で接種

接種協力医療機関または
集団接種会場を予約して接種

ファイザーワクチン希望

県営ツッキードーム会場、
県営四日市市総合体育館会場、
職域接種会場で接種

令和3年10月15日付で厚生労働省より10代・20代男性の武田／モデルナ社ワクチン接種に関する通知が
ありました。このため津市では、10代・20代の男性で武田／モデルナ社のワクチンを予約中の人も、1回目接
種済みの人も、ファイザー社ワクチンを希望する場合は、予約を取り直せば接種できる体制を整えました。

モデルナワクチン希望

ファイザーワクチン希望

2回目もモデルナ
ワクチン希望

※10代・20代の女性やその他の年代の方は、原則として同一のワクチンを接種することになります。

モデルナワクチンを
1回目接種済みの
10代・20代男性

モデルナワクチンを
予約済みで
未接種の

10代・20代男性

厚生労働省
お知らせ



医療従事者以外の市民の皆さんが接種できるのは、早くとも年明け以降となります。詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ち
ください。

3回目第1クール配分量（配送：11/15週＆11/22週～）

新型コロナワクチンの３回目接種に使用するファイザー社ワクチンについて、第1クールの割り当
て量が国において決定され、津市には7箱が配分されます。追加接種は2回目接種の完了から概
ね8か月以上後との見解が示されたことから、医療従事者等へ早ければ12月から接種が開始さ
れます。

医療従事者等

３回目接種スケジュールのイメージ

※令和3年5月までに2回目接種を完了した人数に応じたワクチン量が配分される

３回目接種のファイザー社ワクチン第1クール配分量

接種本格化予定

市民の皆さん

2月以降～令和4年1月令和3年12月

全国 三重県 津市

3,519箱（411万7,230回分） 55箱（6万4,350回分） 7箱（8,190回分）



相談窓口など

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:0570-059567

 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:0120-761770

 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



問い合わせ

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
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