
新型コロナワクチン接種

11月14日からファイザー2価ワクチン(BA.4-5)接種開始

乳幼児接種の接種券早期発行について

令和4年11月4日



3回目接種回数 181,955回

3回目接種率 ※ 66.4％

3回目接種券発送数 217,537通

接種券発送数に対する
3回目接種率 83.6％

4回目接種券発送数 171,279通

接種券発送数に対する
4回目接種率 51.3％

4回目接種回数 87,864回
全人口に対する
4回目接種率 ※ 32.1％

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（11月1日時点）

65歳以上接種回数 74,082回

65歳以上接種率 ※ 90.6％

12～64歳接種回数 103,382回

12～64歳接種率 ※ 62.0％

※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

※ 全人口27万4,065人（令和4年1月1日時点）



接種間隔 前回の接種から3か月以上

対 象

3・4・5回目
未接種の方

• オミクロン株対応ファイザー（12歳以上のすべての方）

• オミクロン株対応モデルナ（18歳以上のすべての方）

個別接種 使用開始日

使用ワクチン
オミクロン株対応ファイザー（BA.1）

オミクロン株対応ファイザー（BA.4-5）

10月11日～11月13日（日）

11月14日（月）～

集団接種

使用ワクチン オミクロン株対応モデルナ（BA.1） 10月１日～

津市では、オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5）は11月14日（月）から個別医療機関にて接種
を開始します。

11月14日からファイザー2価ワクチン(BA.4-5)接種開始

※モデルナ（BA.4-5）は津市へ配給され次第切り替える予定です。



11月集団接種の予約状況（11月2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

予約空枠／総枠数 予約空枠／総枠数 予約空枠／総枠数

10月11日
11月 5日（土） 0／ 300 0／ 200 0／ 500

11月 6日（日） 427／ 550 93／ 400 520／ 950

10月20日
11月10日（木） 217／ 300 59／ 200 276／ 500

11月12日（土） 145／ 300 0／ 200 145／ 500

10月31日

11月13日（日） 583／ 600 350／ 400 933／1,000

11月17日（木） 283／ 300 165／ 200 448／ 500

11月19日（土） 261／ 300 125／ 200 386／ 500

11月20日（日） 574／ 600 374／ 400 948／1,000

11月24日（木） 280／ 300 164／ 200 444／ 500

計 2,770／3,550 1,330／2,400 4,100／5,950



接種券発送日
3・4・5回目
発送数

予約開始日 予約開始する接種日

11月 8日（火）

100
1,700

1万 800

11月10日（木）

11／26 ／27

土 日

11月18日（金）

50
1,000
7,900

11月21日（月）

12／1 ／3 ／4

木 土 日

11月29日（火）

100
1,200

1万4,400

12月1日（木）

12／8 ／10 ／11 ／15

木 土 日 木

3・4・5回目接種券発送日と集団会場接種日

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）



未接種の人は年内に1・2回目接種を完了してください

オミクロン株対応２価ワクチンは、

１・２回目接種が完了しないと接種できません。

10月1日よりオミクロン株対応２価ワク

チンによる接種を開始しています。このワク

チンは、１・２回目接種を完了した12歳

以上の人が対象で、１人１回接種しま

す。しかし、従来型ワクチンによる1・2回

目接種が完了していないと、オミクロン株

対応２価ワクチンは接種できません。

このワクチンはオミクロン株に対して、従

来型ワクチンを上回る重症化予防効果と

ともに、持続期間が短い可能性があるも

のの、感染予防効果や発症予防効果も

期待されています。

1

2

初回接種またはオミクロン株に対応した

２価のワクチン（オミクロン株対応２価ワ

クチン）での追加接種を希望する人は、

なるべく早めに受けてください。

1・2回目接種に使用している従来型ワクチンは、

年内で、国からの供給が終了される予定です。



接種場所 接種協力医療機関（11月1日時点で12機関）

使用ワクチン 乳幼児用ファイザー社ワクチン

接種回数 3回

対 象 1回目の接種時において生後6か月～4歳の人

接種券発送日(数) 11月25日（金）8,700通

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、お持ちの人はお薬手帳

乳幼児（生後6か月～4歳）における初回接種について
令和4年10月24日から乳幼児（生後6か月～4歳）接種が可能になるとともに、予防接種
法上の臨時接種に位置付けられました。現時点での臨時接種の期限である令和5年3月31日
までに３回の接種を完了させるためには、同年1月13日までに1回目の接種を完了させる必要
がありますので、ご注意ください。



乳幼児接種の接種券早期発行について

対象者
生後6か月～4歳の人で11月25日（金）までに
接種券が必要な人

受付開始日 令和4年11月 4日（金）8時30分～

接種開始日 令和4年11月14日（月）

申込方法
• 津市ホームページから接種券申し込みフォームに入力
• コールセンターから

発 送 随時

申込期限 11月21日（月）

新たに接種対象となった生後6か月～4歳以下の人の接種券は11月25日（金）に発送しますが、
特にお急ぎの方の接種券発行の申し込みを以下の通り受け付けます。



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



価格高騰緊急支援給付金給付事業

令和４年１１月４日

令和４年度住民税非課税世帯への

プッシュ型給付の実施

１１月１７日 確認書を発送・申請書の受付開始



価格高騰緊急支援給付金給付事業

国の「物価・賃金・生活総合対策本部」 （令和４年９月９日開催）
令和４年９月９日に開催された国の「物価・賃金・生活総合対策本部」 において、電力・ガス・食料品等の価格
高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、１世帯当
たり５万円の現金を給付する方針が示される

９月２０日、国において当該給付金に係る予備費の使用が閣議決定される

９月２６日、「令和４年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」が一部改正され、同日から適用となる

① 住民税非課税世帯

基準日（令和４年９月３０日）において津市
に住民登録があり、世帯全員の令和４年度
分の住民税が非課税である世帯

【プッシュ型・申請方式】

② 家計急変世帯

予期せず令和４年１月から令和４年１２月
までの家計が急変し、①の世帯と同様の
事情にあると認められる世帯

【申請方式】

給付対象となる世帯

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く

対象見込み33,000世帯 対象見込み2,000世帯

給付額 １世帯当たり一律５万円



令和４年度一般会計補正予算（第８号） 令和４年９月２９日 議決

価格高騰緊急支援給付金給付事業費

財源（国庫補助金 補助率１０/１０）

子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 １８億１９６万７千円
（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る分）

総事業費 １８億１９６万７千円

事業費（給付金）
価格高騰緊急支援給付金
３５，０００世帯×５万円＝１７億５，０００万円

事務費
人件費、電算業務委託料、機器借上料など
５，１９６万７千円



① 住民税非課税世帯

津市で確認できた世帯に対して
津市から確認書を送付しますので

同封の返信用封筒にて返送してください

１１月１７日（木）
確認書を発送

（提出期限は令和５年２月２８日まで）

② 家計急変世帯

申請書を市ホームページから
ダウンロードして提出してください

※ 福祉政策課及び総合支所市民福祉課（福祉課）
窓口にも配置します

１１月１７日（木）から
申請書の受付開始

（申請期限は令和５年２月２８日まで）

【申請による支給】【プッシュ型の支給】
※ ＤＶ被害者等申請が必要な世帯もあります

（確認書の発送と申請書の受付）確認書の発送と申請書の受付



予期せず令和４年１月から令和４年１２月までの家計が急変し、世帯全員が
下記の「所得要件」に該当する世帯

給与明細等の収入や所得額がわかる書類等を添付の上、申請書の提出が必要となります

所得
要件

≦

年間収入（所得）見込額を算定

令和４年１月から

令和４年１２月までの

申請月に近接した

１か月の収入（所得）

×12

収入見込額の算定例

家計急変世帯

世帯状況
非課税所得
限度額

給与収入水準

単身 41.5万円 96.5万円

配偶者・扶養親族
（１名）を扶養

91.9万円 146.9万円

配偶者・扶養親族
（計２名）を扶養

123.4万円 187.9万円

障がい者、未成年者、
寡婦、ひとり親

135万円 204.3万円

※ 世帯全員がこの所得要件に該当する必要があります



価格高騰緊急支援給付金の臨時窓口及び専門の電話相談窓口を設置し、
迅速かつ適切に対応します

受付時間 ８時３０分～１７時１５分
開設期間 令和４年１１月１５日（火）～令和５年１月３１日（火）

（土・日曜日、祝・休日、令和４年１２月２９日～令和５年１月３日を除く）

「臨時特別給付金コールセンター」 電話番号 ０１２０－５２６－１４５
受付時間 ９時～２０時

（土・日曜日、祝・休日、令和４年１２月２９日～令和５年１月３日を除く）

窓口・コールセンター

内閣府の価格高騰緊急支援給付金に関するコールセンター

０１２０－７６１－９８０

津市の「価格高騰緊急支援給付金」専用コールセンター

令和４年１１月１５日（火）～

価格高騰緊急支援給付金窓口 本庁舎８階 ８１会議室
※令和５年２月２８日まで



問い合わせ窓口問い合わせ

“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 福祉政策課
価格高騰緊急支援給付金窓口

本庁舎８階 ８１会議室
電話番号 ０５９－２２９－３１５２

※令和５年２月２８日までの臨時窓口となります
※令和５年３月１日以降は、本庁舎１階の福祉政策課が窓口
となります


	【ワクチン室】11.4
	市長定例記者会見用資料（R4.11.4）

