
新型コロナワクチン接種

・ 10月1日（土）集団接種・10月11日（火）個別接種

オミクロン株対応ワクチン接種スタート

・ 小児（5～11歳）における3回目接種開始

令和4年9月9日



3回目接種回数 17万8,644回

3回目接種率 ※ 64.7％

3回目接種券発送数 21万4,493通

接種券発送数に対する
3回目接種率 83.3％

4回目接種券発送数 8万7,582通

接種券発送数に対する
4回目接種率 59.6％

4回目接種回数 5万2,224回

全人口に対する
4回目接種率 ※1 18.9％

60歳以上人口に対する
4回目接種率 ※2 53.2％

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（9月7日時点）

65歳以上接種回数 7万4,320回

65歳以上接種率 ※ 91.2％

12～64歳接種回数 10万3,434回

12～64歳接種率 ※ 61.4％

※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）



集団接種予約状況と個別接種について（9月8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

予約枠残り 予約枠残り 予約枠残り

8月22日 9月10日（土） 15 0 15

8月31日

9月11日（日） 549 56 605

9月15日（木） 273 104 377

9月17日（土） 247 63 310

9月18日（日） 571 334 905

計 1,655  557 2,212

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➡



接種券発送日
3回目発送数
4回目発送数

予約開始日 接種日

8月19日（金）
140

1万1,600
8月22日（月）

9／4 ／8 ／10

日 木 土

8月29日（月）
220

7,400
8月31日（水）

／11 ／15 ／17 ／18

日 木 土 日

9月09日（金）
190

4,200
9月12日（月）

／22 ／24 ／25

木 土 日

9月16日（金）
160

2,500

／29

木

集団接種会場における3・４回目接種の予約計画の変更

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画

集団接種の予約枠に空きが多くなってきたため、9月22・29日の接種を中止します。しかし
ながら、重症化リスクが高い等の理由で4回目接種の対象となっている方は、オミクロン株対
応ワクチン接種を待つことなく現時点で接種可能なワクチンによる接種を受けてください。

9

9

9
※9月24・25日を
予約してください



オミクロン株対応
ワクチンとは

オミクロン株に対応した成分と、現行のワクチンの二種類を混ぜた
「二価ワクチン」と呼ばれ、米ファイザーや米モデルナが開発している。

接種間隔
前回の接種から5か月以上（すでに接種券をお届けしている方、お
よび今後、５か月が経過する頃に接種券が届く方が対象です。）

4回目未接種の方

対 象

• 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

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）

令和4年9月2日付け厚生労働省通知により、オミクロン株対応ワクチンの接種に係る詳細が示され、
津市では10月1日（土）から集団接種における新型コロナワクチン追加接種（3・4回目）に当該ワ
クチンを使用します。対象となる方は現時点で以下の皆さんです。

10月1日 オミクロン株対応ワクチン集団接種スタート

※3回目接種済みで4回目接種対象でない方、4回目接種済の方については、10月中旬以降から前回接種後に一定
の期間を経過した方から5回目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。



集団接種および個別接種の体制について

モデルナ（オミクロン株対応）
使用ワクチン

9月22日（木）8時30分～
予約開始日時

10月1日（土）
接種開始日

集団接種

ファイザー（オミクロン株対応）
使用ワクチン

各医療機関の予約方法による
予約方法

10月11日（火）
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）

ワクチン供給量に基づき、個別接種ではファイザー社ワクチン、集団接種ではモデルナ
社ワクチンを使用します。

津市へのオミクロン株対応ワクチン供給量

ファイザー社 約6万2,000回 モデルナ社 約4,000回



接種場所 接種協力医療機関（9月7日時点で23機関）

使用ワクチン 小児用ファイザー社ワクチン

対 象 5～11歳の人

接種券発送 9月12日（月）※前回接種から５か月経過した人。以降は順次発送。

予約方法 各医療機関の予約方法による

持ち物 接種券一体型予診票（保護者の署名が入ったもの）、
本人確認書類、母子健康手帳、お持ちの方はお薬手帳、
委任状（保護者が同伴できない場合）

小児（5～11歳）における3回目接種について

令和4年9月6日付け厚生労働省通知により、同日から小児（5～11歳）に
おける3回目接種が可能となるとともに、政令の一部改正により努力義務の対
象となりました。



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



平成２８年７月１９日令和４年９月９日

10月7日（金） 9日（日）

津まつり３年ぶりに開催‼

新型コロナウイルス感染症対策を行い



津まつりの歴史

津まつり 伝統芸能
安濃津
よさこい

毎年10月に開催
主催：津まつり実行委員会

伝統と現代文化が融合した津市を代表する一大イベント

新 し い 風

融合

伝統
現代
文化

伝 統 あ る 文 化

県指定無形民俗文化財
分部町唐人踊り

「津まつり」ってどんなまつり？

高虎時代絵巻

1998年の津まつりにおいて開催した
「YOSAKOIソーラン IN 津まつり」がきっかけ
となり、翌年以降も「安濃津よさこい」とし
て津まつりで開催

1635年にはじまる津八幡宮の祭礼を起
源にもつ津まつり。当時は各町が競って
趣向をこらし、華やかな山車や行列を繰り
出した



新型コロナウイルス感染症対策を行い、
３年ぶりの通常開催‼

令和元年度
（2019年度）

通常開催 コロナで中止 コロナで中止 通常開催

新たな取組
・オンライン津まつり2020
・津まつり展

新たな取組
・津まつり文化継承事業
（オンライン津まつり2021）

観客数
２３２,０００人

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

津まつりの開催状況

近年の経過



津まつりでまた逢える

令和４年度津まつりの開催

キャッチコピー

津まつり実行委員会

開催日

令和４年１０月７日（金）
８日（土）
９日（日）

会場

お城西公園会場、お城公園会場、
津中央郵便局前会場、フェニックス会場 ほか



対策項目 具体的な内容

和船山車
「安濃津丸」不参加

例年、芸能人が一日船長を務め津まつり大パレードに参加している和船
山車「安濃津丸」は、密回避のため今年は津まつりへの参加はありません。

市民総おどりの
時間短縮

津まつり土曜日の夜を盛り上げる市民総おどりですが、
感染対策として演舞時間を短縮します。
例年２部構成（１時間３０分）ですが、１部のみ（４０分）とします。

飲食等の
専用エリアを設置

⚫ 津まつり会場内での食べ歩き等による感染防止策としてお城西公
園会場、お城公園会場、観音公園会場に飲食物を含む物販の専
用エリアを設置し、津まつりの会場内では、道路上での飲食・物販
の出店（屋台）はありません。

⚫ 飲食区域は、専用エリアへの入り口は1か所とし、入場時に検温、手指
消毒を行います。

⚫ 近隣店舗にも、感染対策の徹底について依頼します。

新型コロナウイルス感染症対策① 津まつり実行委員会

対策
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飲食エリア

お城西公園会場

観音公園会場

お城公園会場

新型コロナウイルス感染症対策② 津まつり実行委員会



対策項目 具体的な内容

マスクの着用
⚫ 観覧中は、原則としてマスクの着用をお願いします。

⚫ 熱中症の危険がある場合などやむを得ずマスクを外す場合は会話を控え
るなどの対策をお願いします。

身体的距離の確保 ⚫ 観覧中も人と人との距離の確保に努めてください。

参加・観覧基準

以下の事項に一つでも該当する場合は来場をお控えください。

⚫ 発熱（３７度５分以上）がある。

⚫ 咳、喉の痛み、鼻水、頭痛、倦怠感、呼吸困難、味覚や嗅覚の異常など
の症状がある。

⚫ 新型コロナウイルスに感染し、医療機関や保健所から療養終了の判断が
でていない。

⚫ 濃厚接触者として自宅待機中

⚫ 家族等の同居者が濃厚接触者として自宅待機中

⚫ 家族等の同居者に上記に該当する体調不良者がいる。

来場者への基本的な対策のご協力のお願い

新型コロナウイルス感染症対策③ 津まつり実行委員会



対策項目 具体的な内容

その他

⚫ 来場に際しては、「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の事前
インストール、「安心みえるLINE」の来場日ごとの登録にご協力ください。

⚫ 啓発ポスターに記載のある感染対策にご協力ください。

啓
発
ポ
ス
タ
ー

会
場
内
に
掲
示
し
ま
す

安
心
み
え
るL

IN
E

来
場
日
ご
と
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す

来場者への基本的な対策のご協力・お願い

新型コロナウイルス感染症対策④ 津まつり実行委員会



令和４年度津まつりの概要①

津駅前会場K

K

津駅前会場

津まつり実行委員会

〇会場周辺では交通規制を実施します。
〇有料シャトルバスを運行します。
津市・産業スポーツセンター ⇔ 会場（８日・９日運行）
県庁外来駐車場 ⇔ 会場（９日運行）

市内１１会場で各種イベントを実施



記号 会場名

開催日

内容７日
（金）

８日
（土）

９日
（日）

A
お城西公園会場
津リージョンプラザ会場

前夜祭 〇 〇
よさこい等のステージ。７日（金）には前夜祭が行われます。９日（日）にはよさこい
ファイナルステージや津リージョンプラザでは健康まつりが開催されます‼

B お城公園会場・お城前公園会場 〇 飲食物等の販売や、フリーマーケットが開催されます。

C 三重弁護士会館前会場 〇
各種団体による出展・展示ブース。文化活動の発表や各種団体による出展が行
われます。

D 裁判所前会場 〇 〇
８日（土）、９日（日）とも安濃津よさこいの演舞が行われます。９日（日）には津ま
つり最大の目玉である大パレードも行われます。

E 津中央郵便局前会場 〇 〇
８日（土）は津市観光協会ブース。９日（日）には津まつり最大の目玉である大パ
レードも行われます。

F
フェニックス会場（西）
～JC会場～

〇 〇 毎年趣向を凝らした催しが行われ、JCステージでは各種演舞等が行われます。

G フェニックス会場 〇 〇 ８日（土）の「市民総おどり」、９日（日）の「郷土芸能の集い」とみどころ満載です。

H
フェニックス会場（東）
～YEG会場～

〇 毎年趣向を凝らした催しが行われ、YEGステージでは各種演舞等が行われます。

I 観音公園会場 〇 〇 「アウトドアフェスタ」が行われ、キッチンカーも来ます。

J 津新町通り会場 〇 安濃津よさこい演舞パレード。今回から場所を変えてリニューアルされます。

K 津駅前会場 〇 安濃津よさこいの演舞が行われます。

令和４年度津まつりの概要②

各会場の内容

津まつり実行委員会
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津まつり最大の目玉
市内中学校ブラスバンド演奏、幼稚園保育園のみこ
しや踊り、安濃津よさこい、高虎時代絵巻、郷土芸能
団体によるパレード‼

※今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、
和船山車「安濃津丸」と一日船長は出演しません

日時 10月9日（日）10：00～

令和４年度津まつりのみどころ①

津まつり大パレード

コース

津まつり実行委員会

参加団体 46団体
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フェニックス会場のファイナルを飾る

郷土芸能団体が一堂に会してフェニックス会場で
演奏・演舞します‼
各団体による妙技をお楽しみください‼

日時 10月9日（日）17：00～

会場 G：フェニックス会場

津郷土芸能連絡協議会発足20周年を記念して、特別
演舞「安濃津芸能絵巻疫病退散！まつりの“チカラ”」
が行われます‼

津郷土芸能連絡協議会20周年記念事業

時間
18：55頃～
津・郷土芸能の集いの中で行われます

令和４年度津まつりのみどころ②

津・郷土芸能の集い

津まつり実行委員会

参加団体 １4団体



⚫参加チーム数：50チーム

⚫参加者数：約2,300人

⚫ よさこい演舞会場は７会場
お城西公園会場、裁判所前会場、津中央郵便局前会場、
フェニックス会場（西）、フェニックス会場、津駅前会場、
津新町通り会場

１０月８日（土） １０月９日（日）

セミファイナルステージ
（16：00～）

ファイナルステージ
（17：30～）

裁判所前会場

⚫審査対象42チームを５ブロックに分け、各
ブロック上位２チーム（合計10チーム）が
ファイナルステージへ！

⚫各ブロック３位のチームが９日（日）のセミ
ファイナルステージへと進む

お城西公園会場ステージ

⚫セミファイナル上位１チームが
ファイナルステージに進出

お城西公園会場ステージ

⚫一次審査とセミファイナルを勝ち抜いた１１チー
ムが 「安濃津よさこい大賞」を競う！

⚫安濃津よさこい大賞（第１位）、準安濃津よさこ
い大賞（第２位）、津市長賞、三重県知事賞、
津商工会議所会頭賞、北海道上富良野町長賞
など

一次審査
（15：00～19：30）

令和４年度津まつりのみどころ③

安濃津よさこい

津まつり実行委員会



令和４年度津まつりのみどころ④

ガイドブック

津まつりを楽しむならこの1冊‼

各会場のスケジュールや大パレードのタイムスケ
ジュールなど津まつりを楽しみ尽くす1冊です。

価格 １冊100円

販売場所
津市観光振興課、津市観光協
会の両窓口で販売

市内小学校への無料配布

新たに簡易版ガイドブックを作成‼
市内の小学生に配付します

対象
市内小学校の全児童
約14,000人

津まつり実行委員会



お問い合わせ

津まつり実行委員会事務局（商工観光部観光振興課）
TEL： 059-229-3234
FAX： 059-229-3335
E-Mail：229-3170@city.tsu.lg.jp 

令和4年度津まつり/第25回安濃津よさこい
１０月7日［金］／８日［土］／９日［日］

感染症対策にご協力いただき

安全・安心で楽しい津まつりを‼

津まつり二次元コード

今年は、伝統と現代文化の融合を楽しんでいただきながら



子育て家庭物価高騰対策支援金

令和４年９月９日
Ver 3.1

津市独自の支援策

コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策事業

本日までに９１．２９％振込完了！

高校生等のみの保護者及び公務員で未返送の方はお早めに！



新型コロナウイルス感染症による影響の長期化、食費等の物価高騰の
影響を受ける中、子育てによる家計負担が大きく、将来を担う子どもた
ちへの津市独自の支援策として、所得制限を設けず全ての子育て家庭
に対し支援金を支給

対象児童

０歳から１８歳までの児童

（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）

※令和４年６月１日時点で津市に住民登録のある児童（婚姻している方は除く）

支 給 額 児童1人当たり一律 １２，０００円

子育て家庭物価高騰対策支援金給付事業

所得制限なし



１ 低所得のひとり親世帯 （約３，２００人）支給状況①

対象児童数 ３１，３２７人

案内文書を7/28に送付 ⇒ 自動的に振込

未就学児及び小・中学生等の保護者（公務員を除く）１

支給日 支給児童数
受給辞退
児童数

処理中 支給率
（受給辞退を除く）

８月１７日（水） ３１，３２２人 ３人 ２人 ９９．９９％



１ 低所得のひとり親世帯 （約３，２００人）

対象児童数 ９，５３８人

支給状況②

案内文書を7/28に送付 ⇒ 口座番号等を記入し返送 ⇒ 振込

２ 高校生等のみの保護者及び公務員

支給日 支給児童数 累計 支給率

８月１９日（金） １，６８７人 １，６８７人 １７．６８％

８月２６日（金） ２，３２４人 ４，０１１人 ４２．０５％

９月 ２日（金） １，１０２人 ５，１１３人 ５３．６１％

９月 ９日（金） ８７０人 ５，９８３人 ６０．７３％



１ 低所得のひとり親世帯 （約３，２００人）

対象児童数 ４０，８６５人

支給状況③

３ 合計

対象児童数 割 合

支給済み
（8/17～9/9支給分）

３７，３０５人 ９１．２９％

辞 退 ３人 ０．０１％

処理中
（9/16以降支給分）

１，１０５人 ２．７０％

合 計 ３８，４１３人 ９４．００％

未返送 ２，４５２人 ６．００％

９月末日に未返送者へ再度案内を送付



ナビダイヤルでの通話になります。
電話会社の通信料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。

子育て家庭物価高騰対策支援金 相談電話窓口
（コールセンター）

専用コールセンター

相談電話窓口

☎０５７０―０５９３８０

電話受付時間 午前８：３０～午後５：１５
※土日祝休日除く。１０月３１日まで。

本日から開始



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。

健康福祉部こども支援課内
子育て家庭物価高騰対策支援金窓口

〒514-8611 津市西丸之内23番1号
TEL：059-229-3286
FAX：059-229-3451
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