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新型コロナワクチン接種 

２９～１２歳は８月２５日（水）予約開始 

個別接種の増枠制限を解除 
 

 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８月２０日

新型コロナワクチン接種

２９～１２歳は８月２５日（水）予約開始
個別接種の増枠制限を解除



２９歳以下の皆さんのワクチン接種について

年 齢 年齢別人口 予約開始日

６４～６０歳 １６,８９４人 ７月１６日から受付中

５９～５５歳 １７,３４０人 ７月２０日から受付中

５４～５０歳 １９,５１９人 ７月２８日から受付中

４９～４５歳 ２０,２３３人 ８月２日から受付中

４４～４０歳 １６,７６３人

８月６日から受付中３９～３５歳 １５,１１８人

３４～３０歳 １３,７８０人

２９～２０歳 ２７,０２３人

８月２５日（水）８時３０分～１９～１６歳 １０,１９９人

１５～１２歳 １０,０１２人

合計 １６６,８８１人

自分の年齢の予約開始日が来たら接種協力医療機関または集団接種にて予約をお
願いします。

※児童生徒が授業日にワクチン接種を受ける場合、校長が出席しなくてもよいと認めた日に該当するとして、
出席停止となります。接種後に発熱等の症状がみられる場合も同様に出席停止となります。



接種協力医療機関の週間接種数は集団接種の約４倍

うち予約受付中 ５７

うち予約受付中 ５９

• かかりつけ患者のみ接種 ７３

• かかりつけ患者以外もＯＫ ６２

接種協力医療機関の合計 １３５

接種協力医療機関数（８月１９日時点）

現在予約受付中の
医療機関数

１１６／１３５

個別接種 約１万２,０００回／週

集団接種 ２,８３２回／週

接種協力医療機関から予約
してください！

※ワクチン供給が不透明なため個別・集団接種とも回数増は困難な状況

８～９月中に
接種枠のある
医療機関数

９月中に
接種枠のある
医療機関数

１９／１３５ ７３／１３５
(左枠の１９を含む)

次ページの一覧をチェック



８～９月中に接種枠のある接種協力医療機関（８月１９日時点）

接種協力医療
機関一覧

それぞれの予約方法は接種協力医療機関一覧からご確認ください

…かかりつけ患者以外の人も対象の医療機関

医療機関名

1 飛鳥メディカルクリニック

2 天野医院

3 伊勢谷医院

4 いとう内科胃腸科

5 井上内科病院

6 カサデマドレクリニック

7 さいとう内科

8 さの整形外科クリニック

9 白塚いけだクリニック

10 千里クリニック

11 津みなみクリニック

12 刀根クリニック

13 英クリニック

14 みえ消化器内科

15 みどりクリニック

16 むらしま整形外科

17 やまぐちクリニック

18 ルミナスクリニック

19 渡部クリニック



９月中に接種枠のある接種協力医療機関（８月１９日時点）

接種協力医療
機関一覧

それぞれの予約方法は接種協力医療機関一覧からご確認ください

…かかりつけ患者以外の人も対象の医療機関

医療機関名

1 赤塚クリニック

2 あのつクリニック

3 アルカディア

4 いぐち内科・消化器内科クリニック

5 いこいの森

6 いのもと医院

7 岩尾こどもクリニック

8 岩崎病院

9 上野内科

10 大川耳鼻咽喉科

11 
おおにし呼吸器・糖尿病内科
呼春の森診療所

12 加藤医院

13 かわいクリニック

14 川浪内科

15 草川医院

16 倉本内科病院

17 小西ヒフ科医院

18 榊原白鳳病院

19 坂口医院

20 白塚診療所

21 新町整形外科診療所

22 セントローズクリニック

23 たじま泌尿器科皮フ科

24 たなか内科

25 田中内科

26 タナハシ医院

27 つおき高橋クリニック

28 津さくらばしクリニック

29 津生協病院

30 津田クリニック

31 津ファミリークリニック

32 寺田医院

33 寺西胃腸科内科クリニック

34 東海眼科

35 なかせ内科胃腸科

36 中浜胃腸科・外科

37 中本耳鼻咽喉科

38 西出医院

39 のむら小児科

40 はくさんクリニック

41 ひおきクリニック

42 ふじた耳鼻咽喉科

43 ベタニヤ内科・神経内科クリニック

44 前川内科

45 ますだこどもクリニック

46 三重県健康管理事業センター

47 三重県立一志病院

48 緑の街医院

49 森田内科クリニック

50 やましろ小児科

51 山本クリニック

52 ゆうあいクリニック

53 ゆたクリニック

54 ゆり形成内科整形

※前ページ掲載分と合計すると９月中に接種枠のある医療機関は７３か所になります。



１６歳未満への接種が可能な医療機関（８月１９日時点）

接種協力医療
機関一覧

それぞれの予約方法は接種協力医療機関一覧からご確認ください

…かかりつけ患者以外の人も対象の医療機関

医療機関名 保護者の同伴

1 赤塚クリニック 不要※

2 熱田小児科クリニック 必要

3 荒木医院 不要※

4 アルカディア 必要

5 いぐち内科・消化器内科クリニック 必要

6 いこいの森 必要

7 いとう内科胃腸科 必要

8 稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 必要

9 いのもと医院 必要

10 岩尾こどもクリニック 必要

11 上島小児科 必要

12 上野内科 必要

13 うめもとこどもクリニック 必要

14 おくだ内科クリニック 不要※

15 かわいクリニック 必要

16 川浪内科 必要

17 きのここどもクリニック 必要

18 草川医院 必要

19 小西ヒフ科医院 必要

20 小渕医院 必要

21 駒田医院 必要

22 坂口医院 必要

23 坂の上クリニック 必要

24 しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 必要

25 白塚いけだクリニック 必要

26 高茶屋診療所 不要※

27 たじま泌尿器科皮フ科 必要

28 千里クリニック 必要

29 つおき高橋クリニック 必要

30 津市家庭医療クリニック 必要

31 津生協病院 必要

32 津泌尿器科皮フ科診療所 必要

33 津ファミリークリニック 必要

34 津みなみクリニック 必要

35 刀根クリニック 不要※

36 中本耳鼻咽喉科 必要

37 にしかわ小児科 必要

38 のむら小児科 必要

39 ひさい脳神経外科クリニック 必要

40 ふじた耳鼻咽喉科 必要

41 前川内科 必要

42 増井内科 必要

43 ますだこどもクリニック 必要

44 まつしまクリニック 不要※

45 三重耳鼻咽喉科 必要

46 みどりクリニック 必要

47 森田内科クリニック 必要

48 やまぐちクリニック 必要

49 やましろ小児科 必要

50 やまもと総合診療クリニック 必要

51 ゆうあいクリニック 必要

52 ゆう心のクリニック 必要

53 ゆたクリニック 必要

54 ゆり形成内科整形 必要

55 ルミナスクリニック 必要

※１６歳未満への接種を実施する場合は原則、保護者の同伴が必要です。ただし、中学生以上への接種に限り、接種する
ことについて保護者の同意を予診票上の保護者の自署欄で確認できたときは、同伴不要とすることができるものとします。



個別接種の増枠制限を解除

個別接種 約１万２,０００回／週

集団接種 ２,８３２回／週

個別接種 ／週約１万３,０００回
集団接種 ３,０７２回／週

現状

クール 箱 数 回 数

６月 第８ ３６箱 ４２,１２０

７月
第９ １６箱 １８,７２０

第１０ １８箱 ２１,０６０

８月
第１１ ２５箱 ２９,２５０

第１２ ２２箱 ２５,７４０

９月
第１３ ２２箱 ２５,７４０

第１４ ２５箱 ２９,２５０

１０月 第１５ ２６箱 ３０,４２０

※１箱＝１,１７０回分

第８クールからのワクチン供給量

ワクチンの増量要望に応じられず
ワクチン供給が不透明なため、７月１
日付文書で医療機関に接種回数の上
限維持を依頼

今後の目標

ワクチンの増量解禁
８月１７日に国よりワクチン供給予定が
示されたため安定供給に目途



集団接種会場の予約枠追加で接種回数アップ

津センターパレス １,８９６回／週
久居インターガーデン １,１７６回／週

木・土曜日 １４：００～１８:００
日曜日 ９:３０～１２:３０、 １４：００～１８:００

津センターパレス １,３９２回／週
イオンモール津南 ５７６回／週
久居インターガーデン ８６４回／週

木・土曜日 １４：００～１７:００
日曜日 ９:３０～１２:３０、 １４：００～１７:００

(イオンモール津南)１０：１５～１３：１５、
１４：４５～１７：４５

８月現在の週間集団接種回数

３会場 ２,８３２回／週

１０月以降の週間集団接種回数

２会場 ３,０７２回／週

９月の予約枠追加分

津センターパレス ５１０枠
久居インターガーデン３０６枠
※すでに予約済みの３０歳以上の皆さんも８月２５日（水）以降、集団接種会場の予約を変更いただけます。

１０月以降さらに１時間延長
（１１月分含む）

津センターパレス ６,３６５枠
久居インターガーデン４,１１０枠
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接種日ごとのワクチン接種者数の推移（８月１９日時点ＶＲＳより）

 全体の接種率は接種券を送付した人口２５１,８４４人から算出
 高齢者の接種率は６５歳以上の人口８４,９６３人から算出
 全体接種回数の内訳：個別接種１５万３,３４５回 集団接種３万９,８２７回 三重大学接種会場４,２９１回

市外接種４,０１６回 職域接種７,３８２回 東京・大阪大規模接種会場９７回

１回目接種
２回目接種

１回目接種回数

１１万７,３６９回
１回目接種率

４６.６％
２回目接種回数

９万１,５８９回
２回目接種率

３６.４％

１回目接種回数

７万３,３０２回
１回目接種率

８６.３％
２回目接種回数

６万７,０１４回
２回目接種率

７８.９％

６５歳以上高齢者から
ワクチン接種開始

集団接種開始

個別接種開始
高齢者施設等の
従事者接種開始

全体 ６５歳以上の高齢者

基礎疾患を有する
人の接種開始

６４歳以下年齢別
接種の予約開始万



相談窓口など

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：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

接種協力医療機関一覧

コロナワクチンナビ

津市ワクチン予約サイト



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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令和３年度 ９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
９月補正予算の概要

令和３年８月２０日



補正後の予算額

令和３年度一般会計９月補正予算の概要

１，１３０億 ８６９万円

補 正 額 ２０億１，６５１万円

補正前の予算額 １，１０９億９，２１８万円

新型コロナウイルス感染症対策事業（第６号補正）

７億６，２１２万円

【対前年度同期比 ３１４億５，７０６万円 （２１．８％） の減】

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業（第７号補正）

１２億５，４３９万円



令和３年度一般会計第６号補正予算 主な事業

２，４００万円

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、運航継続のため船舶
維持経費の１／２を支援

４億３，９１２万円

水道基本料金無料化
新型コロナウイルス感染症を受けた家計や地域経済等の
支援として、全ての使用者（官公庁除く）に１１月１日以降
の検針日の水道基本料金の４か月分を無料化

全ての市民への支援

新型コロナウイルス感染症対策事業

事業者支援



令和３年度一般会計第６号補正予算 主な事業

６，５００万円

飲食・観光事業者等事業継続支援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により
大きな影響を受けている飲食・観光事業者等に対する
事業継続を支援

令和３年９月１０日～令和４年２月２８日

・飲食事業者、飲食事業者と直接取引を行っている事業者
・宿泊業・旅行業、宿泊・旅行業と直接取引を行っている事業者
・道路旅客運送業

令和３年８月～１２月のいずれかの月の売上げが、前年又は
前々年の同月比５０％以上減少している事業者

①減少額が２００万円未満 １０万円
②減少額が２００万円以上３００万円未満 ２０万円
③減少額が３００万円以上 ３０万円

対 象
事業者

交付額

要 件

申請期間



令和３年度一般会計第６号補正予算 主な事業

１４０万円

新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣
支援事業
市が開設する集団接種会場に、５月１３日～７月３１日に
医療従事者を派遣し、手当等を支給した医療機関に対する
支援

医療体制支援

【対象となる集団接種会場】
・津センターパレス
・イオンモール津南
・久居インターガーデン
・三重中央医療センター
・県立一志病院
・美杉総合支所



令和３年度一般会計第６号補正予算 主な事業
感染防止・衛生

４，１７８万円

トイレ洋式化事業
保育所（１１園）、認定こども園（３園）、幼稚園（１７園）、河芸
公民館のトイレの洋式化を実施（大人用６７基、子ども用２９
基）

６，８５２万円

Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業
新しい生活様式に対応したオンラインによるイベントや会議等
ができるよう、アストプラザ（橋北公民館含む）、津リージョンプ
ラザ、サンヒルズ安濃、白山総合文化センター、公民館（１９
館）にＷｉ－Ｆｉ環境を整備

５，１９７万円

空調設備改修事業
河芸公民館、芸濃総合文化センター、サンヒルズ安濃、とこと
めの里一志、竹原地域住民センター、消防本部庁舎の空調
設備改修



令和３年度一般会計第６号補正予算 主な事業

生活支援

３３万円

市民活動団体活動促進事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動に支障が出
ている市民活動団体を対象に、新しい生活様式に対応した活
動や活動資金確保等をテーマとした講座開催等の委託

６１８万円
マルチコピー機導入事業
滞留時間や対面接触の機会を減らし、感染リスクを低減させ
るため、本庁舎１階ロビーにマルチコピー機を設置

６，３８２万円

保育所及び認定こども園ＩＣＴ化推進事業
保護者の利便性の向上や保育事務の効率化を図り、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止や保育士等の業務負担を
軽減するための公立保育所（２０園）・認定こども園（５園）にお
けるパソコンの購入等も含めたインターネット環境整備、民間
保育所（３園）・認定こども園（３園）に対する支援



令和３年度一般会計第７号補正予算 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

２，５８０万円
青山高原保健休養地崩落法面安全対策事業
台風により崩落した青山高原保健休養地内法面の安全対策
工事に係る県に対する負担金

４００万円
病児・病後児保育事業
県立一志病院内における病児・病後児保育施設整備に対する
支援

２００万円
スイーつフェスタ・物産まつり事業
２・３月に開催予定のスイーつフェスタ及び物産まつり事業に
対する支援

２，０００万円
河芸町島崎町線（第３工区）整備事業
河芸町島崎町線（第３工区）の調査・設計に係る県に対する
負担金



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 決算額 340億 427万円

令和２年度からの繰越事業 予算額 7,804万円

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

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
３号補正

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 2,115万円

小 計 2,115万円



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
６号補正

水道基本料金無料化 4億3,912万円

高速船運航事業者運航継続支援事業 2,400万円

飲食・観光事業者等事業継続支援事業 6,500万円

新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣支援事業 140万円

Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業 6,852万円

トイレ洋式化事業 4,178万円

空調設備改修事業 5,197万円

保育所及び認定こども園ＩＣＴ化推進事業 6,382万円

マルチコピー機導入事業 618万円

市民活動団体活動促進事業 33万円

小 計 7億6,212万円

令和３年度 予算額 合計 32億1,568万円

合 計 373億3,159万円


	①【確認依頼中】第１号様式　新型コロナワクチン接種 ２９～１２歳は８月２５日（水）予約開始　個別接種の増枠制限を解除
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