
令和４年度
６月補正予算の概要

令和４年５月２３日



補正後の予算額

令和４年度一般会計６月補正予算の概要

１，１４４億８，８２３万円

補 正 額 ２４億６，６１０万円

補正前の予算額 １，１２０億２，２１３万円

新型コロナウイルス感染症対策事業

１３億４，９３０万円

【対前年度同期比 ３６億９，１４６万円 （３．３％） の増】

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

１１億１，６８０万円



令和４年度一般会計６月補正予算 主な事業

５億４，７６４万円
子育て家庭物価高騰対策支援金給付事業
食費等の物価高騰等に直面する０歳から１８歳までの
児童を育てる子育て家庭に対する支援

新型コロナウイルス感染症対策事業
物価高騰等に対する生活者支援

対象者 ０歳から１８歳までの児童 ４２，０００人（平成１６年４月２日から
令和４年６月１日までの間に出生した児童) の保護者

支援額 児童一人当たり１２，０００円

振込

事業スキーム及びスケジュール

津市 保護者

申請書を
対象者に発送

申請書を返信用封筒で
津市に返送

７月下旬 ８月下旬～
（随時）津市

申請書の
内容を確認



令和４年度一般会計６月補正予算 主な事業

４，６２９万円

保育施設・学校等給食物価高騰対策支援事業

給食を実施している市内保育施設、幼稚園、小・中・義務教育学
校において、給食食材費の高騰が給食の質の低下や給食費の
値上げにつながらないよう支援

新型コロナウイルス感染症対策事業
物価高騰等に対する生活者支援

７２万円
ウクライナ避難民支援事業
ウクライナ避難民の受入れにより、生活支援を行う際などに必要
となる相談及び通訳支援

５７万円
外国人住民向け専門相談会事業
労務関連に関する問題等専門家による相談を必要とする外国人
住民に対する通訳を介した相談会の実施



令和４年度一般会計６月補正予算 主な事業

４億６，９８２万円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

３回目の接種後５か月以上経過した６０歳以上の方及び１８歳以上６０歳未満
の基礎疾患を有する方等を対象とした４回目接種

新型コロナウイルス感染症対策事業

１億６，１９７万円保育所、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

感染防止に係る消毒液等の購入、市立幼稚園１９園へのタブレット端末の購入

及び民間施設に対する感染防止対策・ＩＣＴ化推進に係る支援

１，３７０万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
本市開設の集団接種会場へ医療従事者を派遣している医療機関への支援

１億 ８５９万円空調設備改修事業
三重短期大学校舎棟等及び幼稚園（２園）、小学校（６校）、中学校（１校）の職員室等
の空調設備の改修



令和４年度一般会計６月補正予算 主な事業

９０３万円

令和４年４月からの不妊治療の保険適用後、保険適用外となる先進医療に対する
助成及び第２子以降の保険適用の回数を超えた治療に対する助成

特定不妊治療費助成事業

３億２，２１９万円子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種事業
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨を差し控えていた期間の定期接種対象の方
（平成９年度から平成１７年度までに生まれた女性）に対するキャッチアップ接種

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

２６０万円農業委員会タブレット端末導入事業

農地利用最適化推進委員の業務効率化のためのタブレット端末の購入等

榊原地区活性化計画に基づき地元事業主体が行うバリアフリー観光農園（ハーブ
園、ビニールハウス）及びハーバルサウナの整備に対する補助

榊原地区活性化計画に基づく農山漁村振興交付金事業 ４，６０２万円



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 決算見込額 130億 51万円

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
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 予算額 合計 38億5,432万円

合 計 508億9,270万円



令和４年５月２３日

3年ぶりに復活‼

第69回津花火大会 2022

を開催します‼

7/30
開催‼

[土]

～Withコロナ時代のプロローグ～



令和元年度

（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

通常開催 感染症対策を講じて
３年ぶりに開催！

7/28（日） 7/30（土）

津花火大会の開催決定

新型コロナウイルス感染症の
影響により中止

近年の津花火大会の開催状況

現
状

⚫コロナ禍により市内イベントが軒並み中止

⚫市民の楽しみの場が少なくなっている

主
催
者

の
思
い

⚫津市の“夏の風物詩”を感じていただきたい

⚫感染対策を講じつつイベント開催はできな
いか

第６９回
津花火大会
２０２２

～Withコロナ時代のプロローグ～

開催を決定



例年の打上場所 新しい打上場所
打上場所（台船）を南へ移動

観客がより広い範囲で
鑑賞できる

Withコロナならではの工夫・変更点①

１ 密の回避

観客の分散
密の回避

※今回は、全て打上花火としますの

で、市街地からの鑑賞も推奨します。

観客の
分散

密の発生

海岸延長
約3ｋｍ



今 回

２０：００～２０：３０

３０分

長時間の「密」を避けるため、時間を短縮して打ち上げ

Withコロナならではの工夫・変更点②

※ 飲食による感染拡大防止のため、津ヨットハーバーでの
屋台等の出店もなし

２ 時間の短縮

例 年

１９：４５～２１：００

１時間１５分



今 回

協賛金は募集します。
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
期待します。

Withコロナならではの工夫・変更点③

３ 協賛の募集方法

例 年

市内の企業・自治会・個人等の
皆様に広く

協賛依頼・告知を行い
協賛金を募集

※ 協賛に関するお問い合わせは、
事務局（観光振興課 229-3234）までお願いします。



Withコロナならではの工夫・変更点Withコロナならではの工夫・変更点④

＼ パソコンで ／

＼ スマホで ／

４ ＳＮＳを使った発信

ＹｏｕＴｕｂｅでのライブ配信

当日の花火の打ち上げの様子をライブ配信！！
花火大会終了後も８月３１日まで何度でも観られま
す！

Ｉｎｓｔａｇｒａｍの活用

バスの運行情報、交通規制情報、感染症対策など
をアップするとともに、市民の皆様から当日の花火
写真をアップしていただくことを予定。



今年のみどころ

コロナ禍における
医療従事者の
皆様への感謝の
気持ちを込めた
全面青色の花火

▶日本煙火協会主催
フォトコンテスト2018
金賞作品
河合 萌さん作品

津花火大会のために作成された３段咲きの
大仕掛け 津花火大会恒例の「特大スターマイン」

津花火大会のフィナーレを締めくくる
超ワイド一斉打ち上げ！

津の海を埋め尽くす花火は
圧巻

花火の数が増え
ながら、段々と
近づいてくる様
は見応え十分



例年どおり御殿場・阿漕浦海岸での鑑賞も可能です。
ただし、海岸での感染対策として、次の点を市民の皆様にお願いします。

基本的な感染対策

中止・延期について

飲食の制限

「安心みえるＬＩＮＥ」などの活用

⚫ 体調の悪い方や発熱のある方の鑑賞はお控えください。

⚫ マスクの着用

⚫ 大声を出さない（黙鑑賞）

⚫ 例年、ヨットハーバー駐車場付近では密になりますので、
海岸へ出ての分散鑑賞をお願いします。

⚫ 飲食はお控えください。
ただし、熱中症対策のための水分補給は適宜行ってく
ださい。（お酒はお控えください。）

⚫ 屋台等の出店はありません。

⚫ ポスター、チラシに「安心みえるＬＩＮＥ」、接触確認アプ
リ「ＣＯＣＯＡ」のＱＲコードを掲載します。事前登録をお
願いします。

⚫ ヨットハーバー駐車場付近に登録ブースを設けますの
で、積極的な活用をお願いします。

感染症対策に皆様のご協力をお願いします

３年ぶりの開催にむけ、調整を進めていきますが、感染状
況によっては中止・延期とせざるを得ない場合があります。

その場合の対応については、津市のホームページ等で適
宜お知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い



3年ぶりに津花火大会を開催します‼

項 目 内容 備考

大会名 第69回津花火大会２０２２～Withコロナ時代のプロローグ～ ―

主 催 津花火大会実行委員会 ―

日 時 令和4年7月30日（土） 20：00 から ３０分程度を予定
※荒天時は、31日（日）に順延。最長8月1日（月）まで

例年から
変更

打上場所 阿漕浦海岸沖南方（台船を使用し、御殿場海岸からの鑑賞可能）
例年から
変更

駐車場
⚫ボートレース津 約3,000台
⚫津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）約1,000台

例年どおり

臨時直行バス
（シャトルバス）

津駅東口、津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）から運行
※運行時間は未定のため詳細はチラシ等で周知します。（大人片道220円）

例年どおり

交通規制
交通規制については、現在津警察署と協議中
詳細が決まりましたら、チラシ等で周知します。

「第６９回津花火大会２０２２」の概要 （予定）



今年度の市内の花火大会の状況

令和４年１月２８日
の久居まつり実行委
員会において決定

あのう「光れ！しか
け花火」祭り実行委
員会において開催
の是非を

令和４年５月６日の
美里夏まつり実行委
員会総会において
決定

令和４年４月２６日の
みすぎ夏まつり実行
委員会において決定

久居花火大会 美里夏まつり

みすぎ夏まつり納涼花火大会あのう「光れ！しかけ花火」祭り

中 止

検討中

中 止 中 止

※中止となった大会は、会場での密集が避けられないなどの理由によります。



＜お問い合わせ＞
津花火大会実行委員会 （津市観光振興課内）
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
TEL：059-229-3234／FAX：059-229-3335
E-Mail：229-3170@city.tsu.lg.jp

お楽しみに★



令和４年５月２３日

大門・丸之内地区
未来ビジョンづくりを進めます



大門・丸之内地区の変遷

昭和６０年から
平成１４年まで
（ＳＴＡＧＥ １）

平成１５年から
令和２年まで
（ＳＴＡＧＥ ２）

新型コロナウイルス
感染症発生・拡大

商業機能が
郊外へ流出

時代の移り変わりとともに、中心市街地エリアの機能が変化

昭和５０年代
まで

（ＳＴＡＧＥ ０）

令和３年から
（ＳＴＡＧＥ３）

商 業 機 能 の 低 下

中
心
市
街
地
の

新
た
な
展
開
へ

津センターパレス
開業

センターパレスから
ダイエー撤退

(株)リオ・ホテルズ
進出

オフィス機能
の集積

都シティ津の
営業終了



未来ビジョンとは

○地域の特性の現況分析

○地域の特性を踏まえた目指す姿

○目指す姿に向けた施策と役割分担

○目指す姿に向けたロードマップ

■短期
(R○～ R○年度)
・具体的取組内容
・定量目標
（ビジョンに基づく
施策の実施）

■中期
(R○～ R○年度)
・具体的取組内容
・定量目標

（エリア内の民間
投資 ○件 等）

■長期
(R○～ R○年度)
・具体的取組内容
・定量目標

（エリア内の地価の

改善 年度比○％）

内外の多様な人材に対し、魅力的でわかりやすい

ビジュアルにより、エリアの将来像を示す。

魅力を備えた都市を構築するため、現状のエリアの

魅力（強み）や課題を抽出・分析。

将来像を実現するための方針や施策、実施体制

（役割分担）を記載。

未来ビジョンに記載する事項
※国土交通省官民連携まちなか再生推進事業における記載事項

記載のイメージ

○地域の特性を踏まえた目指す姿

○目指す姿に向けたロードマップ

将来像を実現するため、各段階ごとの取組の内容等を記載。

大門・丸之内地区の多様な関係者が地区の目指す将来像を共有するため

「大門・丸之内地区未来ビジョン」を策定

将来像 方針 施策 実施主体

目指す姿
①：○○ ①－1：○○ ○○市

②：○○ ②－1：○○ ○○会社

○目指す姿に向けた施策と役割分担

（福山市・和歌山市の例）

多様な人材が集い民間投資を惹きつける魅力ある都市づくりを進めるためには
官民の多様な人材がまちの将来像を共有することが重要



対象エリア

大門・丸之内地区未来ビジョンの対象エリアを
三重会館前交差点を中心とした概ね半径５００ｍ、約５８ｈａに設定

範囲設定の理由

▶ 津市都市マスタープランにおける位置付け

▶ 国の事業における範囲設定

津市都市マスタープランにおいて、中心市街地
である大門・丸之内周辺地区を都市拠点と位置
づけており、範囲として、バスターミナルのある三
重会館前交差点から半径５００mを徒歩圏域と
して設定

コンパクトシティの推進を図る観点から、国の都
市再生整備計画事業においてはバス停留所等
の公共交通結節点を中心として半径５００mの
範囲を、まちなかウォーカブル推進事業において
はおおむね道路延長１km程度の範囲を交付金
事業の区域としている

三重会館前交差点

国
道
23
号

お城公園
（津城跡）

津市役所

観音公園

中央

大門

東丸之内

丸之内



基礎調査（令和３年度実施）

昭和56年以前の建築物（赤色、
オレンジ色）が約半数を占め、
旧耐震基準の建物の更新が
進んでいない

指定容積率に対する現況の容積率
が40％未満の敷地（青色）が多く、
指定容積率を十分に活用できてい
ない

以前からの低未利用地（黄色）に
新たな低未利用地（オレンジ色）
が増加する一方、新たな土地利用
（青色）はわずかとなっている

建築物の状況 空間利用の状況土地利用の変遷

国の「官民連携まちなか再生推進事業」を活用し、
新たなまちづくりに向けて、都市計画の視点からの基礎調査等を実施

調査結果の例



市民意識の醸成（令和３年度実施）

セミナーの実施

開催日 内容 参加者数

令和４年２月２５日 組織・企業向けセミナー ６１人

令和４年３月２２日 市民向けセミナー ８９人

ＳＮＳ等を活用した情報発信

ホームページ開設



事業スケジュール（予定）

現況調査・分析及び課題整理・方向性の検討

エリアプラットフォームが主体となった

未来ビジョンに基づく取組を展開

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

未来ビジョンの策定

（仮称）大門・丸之内地区エリアプラットフォームの構築

●将来像の議論・検討 ●未来ビジョンの策定

●将来像の実現に向けた取組を協議・調整 ●地区の価値向上・将来像の実現

大門・丸之内地区未来ビジョン策定委員会の設置



大門・丸之内地区未来ビジョン策定委員会

未来ビジョン策定委員会内に
テーマ毎の分科会を設置

分科会での議論・提案を
委員会で取りまとめ

この行程を繰り返し

議論のイメージ

未来ビジョン策定委員会

分科会 分科会 分科会

オブザーバー等

意
見
聴
取

意
見
聴
取

意
見
聴
取

意
見
聴
取

意
見
聴
取

意
見
・提
案

意
見
・提
案

意
見
・提
案

令和５年３月

大門・丸之内地区
未来ビジョン策定



大門・丸之内地区未来ビジョン策定委員会
構成団体等策定委員会の構成

商工団体

まちづくり
会社

商店街

行政

自治会

公募委員企業

区分

まちづくり会社 株式会社まちづくり津夢時風

敬和地区自治会連合会

養正地区自治会連合会

公益社団法人津青年会議所

津商工会議所

津市大門大通り商店街振興組合

津市大門商店街商業協同組合

丸之内商店街振興組合

岡三証券株式会社

株式会社NTTファシリティーズ

株式会社津センターパレス

株式会社津松菱

株式会社百五銀行

三交不動産株式会社

Hotel 津 Center Palace

三重交通株式会社

公募委員

公募委員

公募委員

国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

三重県県土整備部

津市都市計画部

津市商工観光部

企業

公募委員

行政

団体等名

自治会

商工団体

商店街



第１回大門・丸之内地区未来ビジョン策定委員会の開催

日時

主な内容

津市センターパレスホール会場

５月２６日（木）１６：００から

〇市長挨拶
〇委員自己紹介
〇委員長・副委員長選出
〇今後の進め方について

・未来ビジョン策定の進め方
・大門・丸之内地区の現状分析・課題について

・分科会での検討テーマの設定

〇大門・丸之内地区への思いについて

※事前予約不要ですが、
会場の都合上、最大５０名
とさせていただきます。

第１回策定委員会は
どなたでも傍聴して
いただけます。



問い合わせ先

都市計画部都市政策課
〒514-8611 津市西丸之内23番1号

ＴＥＬ ：059-229-3183
ＦＡＸ ：059-229-3336

E‐Mail：229-3177@city.tsu.lg.jp



令和4年5月23日

新型コロナワクチン接種

追加接種（ 3・4回目）の今後の体制について



3回目接種回数 15万 44回

3回目接種率 ※ 54.3％

3回目接種券発送数 20万3,168通
接種券発送数に対する
3回目接種率 73.9％

2回目接種回数 22万2,920回
2回目接種回数に対する
3回目接種率 67.3％

参考

※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

接種状況について（5月19日時点）

65歳以上接種回数 7万2,607回

65歳以上接種率 ※ 89.1％

12～64歳接種回数 7万7,020回

12～64歳接種率 ※ 45.7％

3回目接種状況

※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

全人口に対する接種状況 2回目接種完了者に対する接種状況

10代
13.1％

20代
34.1％

30代
36.8％

40代
45.2％

50代
65.5％

60代
81.0％

70代
89.9％

80代
91.6％

90代
93.3％

100代
81.7％

各年代の3回目接種状況



3回目接種券発送日程

2回目接種完了日 発送日（現計画） 5か月に前倒し 発送数 65歳以上 18～64歳 12～17歳

令和3年11月21日～30日 ➡ 令和4年5月27日（金） ➡ 5月27日（金） 2,960 60 2,540 360

12月 1日～10日 ➡ 6月 8日（水） ➡ 5月27日（金） 850 50 620 180

11日～20日 ➡ 6月17日（金） ➡ 5月27日（金） 900 40 650 210

21日～31日 ➡ 6月29日（水） ➡ 5月27日（金） 400 10 290 100

令和4年 1月 1日～10日 ➡ 7月 8日（金） ➡ 6月 8日（水） 340 20 240 80

11日～20日 ➡ 7月19日（火） ➡ 6月17日（金） 140 10 90 40

21日～31日 ➡ 7月29日（金） ➡ 6月29日（水） 80 10 40 30

2月 1日～10日 ➡ 8月 8日（月） ➡ 7月 8日（金） 250 10 160 80

11日～20日 ➡ 8月19日（金） ➡ 7月19日（火） 170 10 90 70

21日～28日 ➡ 8月26日（金） ➡ 7月26日（火） 130 10 80 40

3回目接種券発送予定（12歳以上）



4回目接種券発送日程

3回目接種完了日 発送日（5か月経過） 発送数

令和3年12月 1日～31日 ➡ 令和4年5月27日（金） 500

令和4年 1月 1日～10日 ➡ 6月 8日（水） 500

11日～20日 ➡ 6月17日（金） 800

21日～31日 ➡ 6月29日（水） 1,800

2月 1日～10日 ➡ 7月 8日（金） 12,700

11日～20日 ➡ 7月19日（火） 14,600

21日～28日 ➡ 7月26日（火） 11,800

3月 1日～10日 ➡ 8月 8日（月） 15,100

11日～20日 ➡ 8月19日（金） 11,600

21日～31日 ➡ 8月29日（月） 7,400

4回目接種券発送予定（60歳以上）



5月 2,664回
（発送数19,610）

6月 1,280回
（発送数3,660）

7月 5,140回
（発送数39,650）

8月 6,000回
（発送数34,650）

3回目と4回目の接種券発送数比較

5～8月の集団接種回数 （開催予定含む）
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5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬 7月上旬 7月中旬 7月下旬 8月上旬 8月中旬 8月下旬

3回目接種対象者数 4回目接種対象者数

対象者数



接種券発送日 発送数 予約開始日 接種日

5月27日（金） 5,110 5月30日（月）
6／18 6／25

土 土

6月 8日（水） 340 6月10日（金）

7／2
(予定)

土

6月17日（金） 140 6月20日（月）

7／9
(予定)

土

集団接種会場における今後の予約計画

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画

日 時 会 場 残りの予約枠数／予約枠数（5月20日時点）

5月28日（土）
ファイザー社ワクチン使用

津センターパレス 206／300

計 265／504久居インターガーデン 59／204

12～17歳優先接種 ➡ 18歳以上の皆さんにも予約枠を開放（５月23日8時30分～）

※４回目接種券は届いたが医療機関等での接種機会がない方はコールセンターまでご連絡ください。



4回目個別接種および集団接種の体制について

武田／モデルナ社製

使用ワクチン

7月中旬～ 予定

集団接種 開始日

集団接種

ファイザー社製
武田／モデルナ社製

使用ワクチン

5月30日（月）

個別接種 開始日

個別接種

0120-059-550

接種予約・相談窓口（コールセンター）

津市接種予約サイト
二次元コード

接種協力医療機関一覧
二次元コード

津市接種予約サイトはこちら➡

135（5月20日時点）
接種可能な医療機関数

接種協力医療機関一覧はこちら➡

4回目接種券について

対象者 ①60歳以上 ②18歳以上60歳未満で基礎疾患のある人等

発行申込 不要 必要

申込方法 ―

接種を希望する人は、6月1日以降に津市ホームページから申し込
んでください。また、広報津6月1日号の同時配布チラシにある二
次元コードを読み込み、申し込むこともできます。コールセンターから
も受付可能です。



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:0120-761770

⚫ 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

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



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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