
 

定例記者会見 令和３年５月２８日（金）１４時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

政策財務部 財政課 
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財政課長 

長脇 弘幸 

 

令和３年度 ６月補正予算の概要 

 
 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
６月補正予算の概要

令和３年５月２８日



補正後の予算額

令和３年度一般会計６月補正予算の概要

１，１０７億９，６７７万円

補 正 額 １２億３，５０４万円

補正前の予算額 １，０９５億６，１７３万円

新型コロナウイルス感染症対策事業

５億２，７４４万円

【対前年度同期比 ３０４億７，６０９万円 （２１．６％） の減】

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

７億 ７６０万円



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業

３，５００万円

二次救急輪番病院等医療提供体制強化特別負担金事業
国・県の支援の及ばない人的・物的負担について、これまでの
二度にわたる医療提供体制整備に係る市独自支援に加え、
感染症患者受入れ病院及び二次救急輪番病院に対し、医療
体制の強化に係る追加支援

救急医療

新型コロナウイルス感染症対策事業

３，４５９万円
高規格救急自動車等購入事業
新型コロナウイルス感染症患者等の救急搬送に使用する高規格
救急自動車及び救急資機材等の購入

①感染症患者受入れ病院における従来株患者と変異株患者のゾーニングの実施

②二次救急輪番病院における感染疑いのある患者への屋外や院内で専用の診察室を設置する
などの隔離対応を講じ、より厳格な感染リスク回避の実施

③二次救急輪番病院における回復患者受入れの実施

支援対象



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業
生活支援

２億２，４３９万円

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外）
ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯の児童
１人当たり５万円の給付金を支給

６２万円
生理用品無償配布事業
生理用品が購入できないなど日常生活に困っている人を
対象とした生理用品の無償配布

７８万円
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

７万円
多言語翻訳機導入事業
学校等において新型コロナウイルス感染症に関する連絡
事項を的確に伝えるため、多言語翻訳機を購入



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業

４７８万円
農業経営収入保険加入支援事業
農業者の事業継続を図るため、価格低下等のリスクに備える
農業者の農業経営収入保険に係る加入保険料を支援

１８５万円
高速船運航事業者運航継続支援事業
大幅な収入の減少が発生している高速船運航事業者に対し、
運航継続のため傭船料の２／３を支援

事業者支援

感染防止対策

３０７万円

スポーツ施設空気清浄機設置事業
より効果的な感染防止対策を講じるため、市スポーツ施設内の
トレーニングルームや更衣室等への空気清浄機の設置



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業

３，４８９万円

保育所等感染防止対策事業
保育所、幼稚園、認定こども園、子育て支援センター、病児・
病後児保育施設等における感染防止に係る消毒液等の購入
及び民間施設に対する感染防止対策に係る支援

４３３万円

幼稚園ＩＣＴ環境整備事業
職員の教育の質の向上及び業務改善を図るため、職員のオン
ライン研修等に対応できるよう市立幼稚園へのパソコン等の
購入を含めたインターネット環境整備

６，０３５万円

放課後児童クラブ感染防止対策事業
学校臨時休業時の特別開所及び感染防止を行うための経費、
オンラインによる会議・相談事業に必要なパソコン等の導入経
費に係る放課後児童クラブに対する支援



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業

１億１，９５０万円

公共施設空調設備改修事業
河芸公民館、河芸ほほえみセンター、サンヒルズ安濃、
とことめの里一志、白山保健福祉センター、家城出張所、
伊勢湾ヘリポートの空調設備改修

その他

１００万円
津まつり文化継承事業
津まつり関係の展示、郷土芸能団体や安濃津よさこいの
演舞などのオンライン配信を行うことに対する支援

１５８万円

久居まつり文化継承事業
久居まつりの写真・作品展示や歴史資料に係るデジタル
アーカイブを構築し、情報発信を行うことに対する支援



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業

５９万円

コロナ禍における在宅介護予防事業
外出を控える等の状況にある高齢者に
対し、運動機能の低下や認知症予防へ
の対応を行うため、在宅で自発的・継続
的な介護予防に取り組むことができるよ
う元気アップ運動等の図解入りチラシを
全戸配布

５万円
新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金
寄附による新型コロナウイルス感染症対策事業基金への積立

元気アップ運動イメージ



令和３年度一般会計６月補正予算 主な事業
新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

７，５６２万円

河芸こども園整備事業
令和４年４月開園予定の河芸こども園について、上野
保育園園舎を乳児棟、上野幼稚園園舎を幼児棟として
活用するための施設改修及び備品等購入

４，３０５万円
北消防署整備事業
旧三重武道館跡地に建て替える北消防署の整備

５億 ７６万円
榊原自然の森温泉保養館再整備事業
令和４年８月開館予定の榊原自然の森温泉保養館の
再整備及び既存施設の解体

６４１万円
豊津幼稚園園舎解体・駐車場整備事業
河芸こども園整備に伴い閉園となる豊津幼稚園園舎を
解体し、跡地に駐車場を整備



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

対象者

事業内容 事業費

令和元年度 決算額 3,360万円

令和２年度 決算見込額 348億8,820万円

令和３年度
当初予算

救急医療（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等） 4,934万円

地域経済（飲食事業者等事業継続支援金交付事業等） 1億4,700万円

学校教育（臨時休業・出席停止措置等に伴う家計特別支援事業等） 3,951万円

感染防止・衛生（新型コロナウイルスワクチン接種事業等） 12億6,520万円

将来に残る感染症対策（トイレ洋式化・空調設備改修事業） 1億9,314万円

その他 3,909万円

小 計 17億3,328万円

令和３年度
１号補正

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付
事業（ひとり親世帯分）

1億7,169万円

小 計 1億7,169万円



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３年度
２号補正

二次救急輪番病院等医療提供体制強化特別負担金事業 3,500万円

高規格救急自動車等購入事業 3,459万円

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付
金給付事業（ひとり親世帯以外）

2億2,439万円

生理用品無償配布事業 62万円

外国人住民向け専門相談会事業 78万円

多言語翻訳機導入事業 7万円

農業経営収入保険加入支援事業 478万円

高速船運航事業者運航継続支援事業 185万円

スポーツ施設空気清浄機設置事業 307万円

保育所等感染防止対策事業 3,489万円



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３年度
２号補正

幼稚園ＩＣＴ環境整備事業 433万円

放課後児童クラブ感染防止対策事業 6,035万円

公共施設空調設備改修事業 1億1,950万円

津まつり文化継承事業 100万円

久居まつり文化継承事業 158万円

コロナ禍における在宅介護予防事業 59万円

新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金 5万円

小 計 5億2,744万円

令和３年度 予算額 合計 24億3,241万円

合 計 373億5,421万円



定例記者会見 令和３年５月２８日（金）１４時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部新型コロナ 

ウイルスワクチン接種推進室 

（電話０５９－２２９－３３５３） 

新型コロナウイルスワクチン 

接種推進室長 

藤井 孝則 

 
新型コロナワクチン接種（６５歳以上対象） 

各集団接種会場の実施状況と今後の接種計画について 

 
 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５月２８日

新型コロナワクチン接種

各集団接種会場の実施状況と
今後の接種計画について

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）

５月１３日
１５日
１６日

１,１６０回 ５８０回 ７２０回

５月２０日
２２日
２３日

１,１６０回 ５８０回 ７２０回

５月２７日 ２９０回 １４５回 １８０回

集団接種会場の実施状況

接種回数 ５,５３５回 ※５月２７日１８時時点

１５分刻みの予約時間ごとに順番にご案内しています。
予約時間前に来場しても入場することはできませんので、時間に合わせてお越しください。
予約された方のワクチンがなくなることはありません。予約時間通りにご来場いただくよう
ご協力をよろしくお願いします。



集団接種会場来場時の注意点

１回目の接種が当日キャンセルになってしまうと、２回目の接種も含めて改めて予約が必
要です。貴重な機会を無駄にしないためにも、来場前に接種券、本人確認書類、予診票
などの確認をお願いします。

接種券忘れ

→ ワクチン接種を受けるためには、接種券をお忘れなく。

本人確認書類忘れ

→ ワクチン接種を受けるためには、本人確認書類をお忘れなく。

会場間違い

→ 予約した会場でワクチン接種を受けていただきますので、確認をお願いします。

接種日間違い

→ ワクチン接種を受けるために、予約当日に再度お越しください。

予約なし

→ 事前に予約がないと入場できず、ワクチン接種を受けられません。



集団接種会場における当日キャンセル対応状況

キャンセル対応回数

７回
※５月２７日１８時時点

当日キャンセル等の理由で余剰
となったワクチンを、可能な限り
無駄なく接種を行うためにキャン
セル発生時接種者リストを定め
対応する。

キャンセル対応接種リスト

医療従事者
（集団接種会場の従事者）

消防士

保健師

保育士・保育教諭

幼稚園教諭

ご都合によって予約日に集団接種会場に行けなくなった場合は、すみやかに予約サイト、
またはコールセンターからキャンセル処理をお願いします。当日に予約可能な別の方が
いらっしゃる可能性があります。予約をお待ちの皆さんに、いち早く空き状況をお知らせ
するためにも、ご理解とご協力をよろしくお願いします。



日 程 １回目 ２回目（４週間後） 人 数

① ６月１９日（土） ７月１７日（土） １，０００人程度

② ６月２０日（日） ７月１８日（日） １，０００人程度

③ ６月２６日（土） ７月２４日（土） １，０００人程度

④ ６月２７日（日） ７月２５日（日） １，０００人程度

⑤ ７月３日（土） ７月３１日（土） １，０００人程度

三重県（三重大学接種会場）による集団接種について
使用ワクチン

会 場
時 間

武田／モデルナ社製
（同型のワクチンを４週間の間隔で２回接種する必要があります）

三重大学接種会場（大学病院前交差点から入る）
各日９時３０分～１２時３０分、１３時３０分～１７時３０分

※この会場に限り１回目を予約すると自動的に４週間後の日程で２回目も予約されます。
（ワクチンが他の接種会場と異なるため）

予約方法 津市コールセンターまたは津市接種予約サイト
６月７日（月）８時３０分～受付開始



６５歳以上高齢者へのワクチン接種の完了に向けて準備中

巡回型
集団接種
（美杉）

①７月４日（日） ②２５日（日）
①７月１０日（土） ②３１日（土）

接種人数
１５０人程度×２回

その他１か所
臨時会場増設

６月中旬以降
毎週月・水曜日 午後

接種人数
３００人程度×６回

巡回型
集団接種
（白山）

６月中旬以降
毎週金曜日 午後

接種人数
６０人程度×３回

①・・・１回目接種日、②・・・２回目接種日

予約開始日等は決まり次第お知らせします。



独居・老老世帯高齢者の送迎による接種準備中

ワクチン接種が困難な独居および老老世帯高齢者に対し、送迎による介護老
人保健施設での接種を検討中。
詳細が決まり次第お知らせします。

津市

送迎

ワクチン接種

ワクチン接種が困難な
独居・老老世帯高齢者

介護老人保健施設

周知
協力
依頼

三重県老人
保健施設協会

連携

接種希望
受付

接種希望者
の割り振り

承諾



予約窓口・問い合わせ

予約窓口

【集団・巡回・県による集団接種会場】
◆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・県への
問い合わせ

◆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

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



 

定例記者会見 令和３年５月２８日(金)１４時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

総務部 人事課 

（電話０５９－２２９－３１０６） 

総務部人事担当参事 

(兼)人事課長 

松田 孝行 

 

津市職員が新型コロナワクチン接種を  
受ける場合に取得できる特別休暇を導入します 

 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



津市職員が新型コロナワクチン接種
を受ける場合に取得できる特別休暇

を導入します

令和３年５月２８日



特別休暇を導入する背景

国の
方針

令和3年3月15日、加藤勝信内閣官房長官会見
「国民が安心して接種いただける環境を整備していくことが重要。」

民間
の
動き

民間企業において、新型コロナワクチン
接種時等の特別休暇導入の動き

※株式会社百五銀行、中部電力3社、
井村屋グループ株式会社など

地方
自治体
への
通知

5月12日、総務省自治行政局から、新
型コロナワクチン接種に伴い、職員に
発熱等の風邪症状が見られる場合は、
有給の特別休暇とすることを内容とす
る通知の発出

経済界
への
要請

5月13日、河野太郎新型コロナウイル
ス感染症ワクチン接種担当大臣から、
ワクチン接種時や接種後の従業員の
休暇取得などについて配慮を要請

津市
の
現状

津市の優先接種対象者である消防職員
286人について、接種後29人の体調不良
者が発生
※5月24日までに、286人全員が1回目の
接種を終え、半数以上の166人が2回目の
接種も完了



特別休暇の概要

対象職員 ： 正規職員 及び 会計年度任用職員（約4,700人）

①ワクチン接種時
勤務日にワクチンを接種する場合、職場を出て、接
種後に職場に戻るまでの時間を対象に取得できる
休暇

②接種に伴い体調不良
が生じた場合

職員に発熱等の風邪症状が見られる場合で、「勤
務しないことがやむを得ない」と認められる場合に
接種1回につき最大２日取得できる休暇

※②の特別休暇は、既に職務として優先接種を受けている医療従事者等（消防
職員や看護師等）にも遡及して適用

津市職員が新型コロナワクチン接種を受ける場合の取扱い

今後一般向けに開始される予定の新型コロナワクチン接種の促進に向け、職員
がワクチン接種を受ける場合等に取得できる有給の特別休暇を導入します。



総務部人事課
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3106
ＦＡＸ：059-229-3347

問い合わせ先



資料提供（投げ込み）令和３年５月２８日（金） 

場 所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

総務部 人事課 

（電話０５９－２２９－３１０６） 

総務部人事担当参事(兼)人事課長 

松田 孝行 

 

令和３年６月１日付け人事異動について 

 

    別紙のとおり 



令和３年６月１日付け人事異動について 
 
１ 津市行政組織機構図（新設部分抜粋） 
 

 

 
２ 内示（令和３年５月２８日付け） 

 
※内部統制室長については、三重県警察から派遣される職員の配置を調整中です。 
※会計年度任用職員（警察 OB）である丸橋一男については、引き続き内部統制室で勤務します。 

政策財務部

財産管理課

危機管理担当

特別滞納整理推進担当

市　長 副市長

防　災　室

津 市 行 政 組 織 機 構 図

秘　書　課

政　策　課

（令和３年６月１日現在）

家屋担当、土地担当

税政担当、諸税担当、市民税担当

財　政　課

秘書担当

広報担当、シティプロモーション担当

資 産 税 課

広　報　課

管理担当、財産活用担当

検　査　課 検査担当、技術管理担当

整理担当、徴収担当

東京事務所

災害対策担当

危機管理課

収　税　課

政策担当

シティプロモーション・渉外担当

財政担当

内部統制担当

危機管理部

市 民 税 課

特別滞納整理推進室

内部統制室

新　　任 氏　　名 旧　　任

副市長

事務取扱

副市長・内部統制室長事務取扱 稗田　寿次郎 副市長

担当主幹

配置換等

内部統制室内部統制担当主幹 山村　武寛 人事課人事政策担当主幹

一般職員

配置換等

内部統制室主事 山本　将也 人事課主事

内　　示 人事異動（令和３年６月１日付け）

 

＜ 新設 ＞ 
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