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令和３年５月１０日

新型コロナワクチン接種

集団接種会場の予約状況と
個別接種開始時期のお知らせ

６５歳以上
対象



津センターパレス１階 イオンモール津南３階
イオンホール

久居インターガーデン内
（携帯電話ショップ北）

所在地 大門７-１５ 高茶屋小森町１４５ 久居明神町２４９０

開設日時

木曜日・土曜日 １４：００～１７：００ 木曜日・土曜日 １４：００～１７：００ 木曜日・土曜日 １４：００～１７：００

日曜日・祝休日
９：３０～１２：３０
１４：００～１７：００

日曜日・祝休日
１０：１５～１３：１５
１４：４５～１７：４５

日曜日・祝休日
９：３０～１２：３０
１４：００～１７：００

予約状況

予約率約８１％
（１７,８６８枠中１４,５１１件予約済）

最短予約可能日：７月２２日

予約率約８３％
（８,９３４枠中７,４５３件予約済）

最短予約可能日：７月２４日

予約率約９１％
（１１,１９０枠中１０,１２８件予約済）

最短予約可能日：８月８日

会場

集団接種会場の予約状況

予約件数 集団接種会場予約率約８４％（３７,９９２枠のうち、３２,０９２件予約済） ※５月９日１８時時点

予約開始５月１日（土）から、接種予定期間５月１３日（木）から８月末まで

 集団接種会場を予約した人については、個別接種と重複予約しないでください。
 何らかの都合で予約場所・日時を変更する場合は必ず手続をしてください。多くの方へ
ワクチン接種の機会を提供するため、ご協力をお願いします。

 ８月末までの予約を受け付けています。９月以降も状況により接種を継続します。



５月に入荷予定の高齢者接種向けワクチン

個別接種
接種協力医療機関

１２５か所

予約開始日 接種開始日

５月１２日（水）
以降順次開始

５月２４日（月）
以降順次開始

接種体制の整った医療機関から順次実施予定。また、現在医療従事者の接種を行って
いる医療機関については、高齢者への接種開始は６月以降の場合あり

４月２６日の週 ５月３日の週 ５月１０日の週 ５月１７日の週 ５月２４日の週 ５月３１日の週

津市へは４月２６日の週から５月３日の週に７箱（６,８２５回分）が入荷済。
今後、５月１０日の週から１７日の週に３６箱（４２,１２０回分）のワクチン
が供給される。翌週２４日から、接種協力医療機関で接種開始

５月２４日から
医療機関で個別接種開始

※２

※１：１バイアル５回分で算出
※２：１バイアル６回分で算出

５月１３日から集団接種開始７箱入荷

※１

３６箱入荷



相談窓口など

電話相談
窓口

◆津市のワクチン接種の手続き・予約
津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口
ＴＥＬ：０５７０-０５９５６７

◆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

（コールセンター）

インターネット

◆津市の集団接種会場の予約
津市新型コロナワクチン接種予約サイト

◆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

津市 ワクチン予約

コロナワクチンナビ



問い合わせ先

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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令和３年度津市職員採用試験（６月試験）を実施 

 
 

 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３年度津市職員採用試験
（６月試験）を実施

NEW

令和３年５月１０日

令和３年４月１日 新規採用職員辞令交付式



令和３年度津市職員採用試験のスケジュール

試験種別・試験日程・募集職種等（予定）

試験種別 第１次試験日 募集職種

新規採用試験
（６月試験）

６月２７日

新規採用試験
（９月試験 ※）

９月１９日

職務経験者
採用試験 ※

９月頃
（エントリーシート）

事務職 言語聴覚士

新規採用試験
（障がい者対象）※

10月３１日 事務職

※９月以降の採用試験での募集職種は現時点での予定です。

事務職 技術職（土木） 消防職

技能員（清掃員等） 技能員（調理員）

事務職 技術職（土木） 保健師
保育士 幼稚園教諭

日程前倒し



募集職種 採用予定人数
受験資格

資格（その他学歴要件有） 年齢

事務職 １５人程度 特になし

１８歳から
３５歳まで
※令和４年４月１日

時点

技術職（土木） ２人程度 土木専門課程を履修

保健師 ２人程度 保健師免許

保育士 １４人程度
保育士資格・
幼稚園教諭普通免許

幼稚園教諭 ４人程度
保育士資格・
幼稚園教諭普通免許

令和３年度 新規採用試験（６月試験）の概要①
募集職種・採用予定人数等

採用予定人数 計３７人程度



口述試験（個人面接）、
実地試験、実技試験、
課題解決力試験等

口述試験（個人面接）、
集団討議

教養試験、専門試験、
事務適性検査等 ６月２７日

７月中旬～７月下旬

８月中旬～８月下旬

※試験内容は職種により異なります

令和３年度 新規採用試験（６月試験）の概要②
試験方法・日程

第１次試験

第２次試験

第３次試験

日

最終合格発表 ９月初旬

東京会場も実施

保育士と幼稚園教諭は併願可能



受験案内
入手方法

申込方法

令和３年５月１１日 から配布開始

右記の窓口において配布

津市ホームページからダウンロード

火

※ ＷＥＢ環境のない場合は、郵送で対応します。

受験案内配布・申込について

令和３年５月１７日 ～ 令和３年６月１５日月 火

令和３年度からＷＥＢ申込に変更！

申請書の記入、押印、郵送が不要に

２４時間申請が可能に

書類（入力）不備等による修正が容易に
×

不要

人事課、教育総務課、案内（市本庁舎１階）、
アストプラザ（アスト津４階）、東京事務所、各
総合支所地域振興課、各出張所等
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