
 
定例記者会見 令和３年１２月１０日（金)１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 こども支援課 

（電話０５９－２２９－３４０３） 

こども支援課長 
山口 尚利 

 

子育て世帯への臨時特別給付金 

５万円の先行給付金予算を１２月議会に追加提案 

～１２月２４日振込予定～ 

 
 

このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



５万円の先行給付金予算を

１２月議会に追加提案

～12月24日振込予定～

令和３年１２月１０日



コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（令和３年１１月１９日閣議決定）

新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯
については、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から児童を養育し
ている者の年収が９６０万円以上の世帯を除き、０歳から高校３年生までの子供たち
に１人当たり１０万円相当の給付を行う。

「こども・子育て支援」の推進

子供１人当たり５万円の現金を迅速に支給することとし、その際、中学生以下の
子供については、新型コロナウイルス感染症対策予備費を措置し、児童手当の仕組
みを活用することで、「プッシュ型」で年内に支給を開始する。

来年春の卒業・入学・新学期に向けて、子育てに係る商品やサービスに利用でき
る、子供１人当たり５万円相当のクーポンを基本とした給付を行う。ただし、自治体
の実情に応じて、現金給付も可能とする。

５万円の先行給付金事業

５万円相当のクーポン給付事業



予算措置について

予備費の充用

補正予算を追加議案で提出します

①高校生等の保護者等へお知らせする事務経費

②給付金 （対象児童４万人×５万円＝２０億円）

１，４２３万９千円
中学生以下の児童手当受給者世帯等へ

お知らせを迅速に行うために必要な事務経費

２０億 ２２１万円

総事業費 ２０億１，６４４万９千円

１２月 ２日

１２月２２日



令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）の概要

支給対象者

１ 令和３年９月分（９月生まれの場合は１０月分）の児童手当を受給された方

２ １５歳（高校１年生等）から１８歳（高校３年生等）を養育する人のうち児童手当に規定する

所得額未満の人

４ 高校生等を受託している里親、小規模居住型児童養育事業を行う人、障害児入所施設等の

設置者

３ 令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までに出生した児童の父母等

対象児童

１ 令和３年９月分の児童手当の支給児童

３ 令和３年10月1日から令和４年３月３１日までの間に出生した児童

２ 平成１５年４月２日から平成１８年４月１日生まれの児童（既婚者を除く）

児童1人当たり ５万円給付額



給付に向けたスケジュール

津市で児童手当を
受給している世帯

職場で児童手当を
受給している
公務員等

児童が高校生等のみの世帯

令和４年３月３１日までに
出生した児童

１２月２４日

金融機関へ給付金を振り込み

１２月２４日

お知らせ・申請書・返信用封筒を送付

１２月２７日

お知らせ・申請書・返信用封筒を送付

児童手当申請時に

窓口で申請書の記入をお願いします

１２月２４日
申請受付開始

（郵送可）

プッシュ型

申請不要

申請型

児
童
が
中
学
生
以
下
の
世
帯

１２月２２日に議決いただいた後のスケジュールは次のとおりです。



支給対象者

申請不要（プッシュ型）の給付

①令和３年９月分児童手当の支給対象児童

③令和３年度児童手当現況届に記載の高校生

②令和３年９月以降、１２月１３日のお知らせ発送までに
児童手当の認定を受けた児童

児童手当の認定を受けている受給者

12月13日

12月24日

※受給を希望しない場合は、12月20日までに受給拒否の届出書を提出

※１２月１３日の通知発送までに児童手当の受給資格の認定を受けた人へは、別途、案内を郵送します。

※特例給付の受給者は、児童手当の所得制限限度額を超過しているため該当しません。

対象児童

給
付
の
流
れ

児童1人当たり ５万円給付額令和３年１２月２４日（金）振込日

１２月２４日に児童手当を受給している世帯へ給付金を振り込みます。

対象児童数

約３１，０００人

約１７，０００世帯

対象世帯数

市から支給対象者へ支給のお知らせを送付（申請の手続不要）

児童手当支払口座へ、給付金を振り込みます。（児童1人当たり ５万円）



申請型の給付① ～対象者～

公務員等は１２月２４日、高校生等の保護者等へは１２月２７日に申請書を郵送します。

支給対象者

平成１５年４月２日から平成１８年４月１日生まれの児童
（既婚者を除く）

平成１８年４月２日から令和３年８月３１日生まれの児童

令和４年３月31日までに生まれた児童

対象児童 高校生等

新生児

高校生等・新生児の養育者等のうち主たる生計維持者で、令和２年分の所得額が児童手当
の所得制限限度額以下の人

高校生等・新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親

高校生等・新生児が入所若しくは入院している障害児入所施設等 ➡養護施設、乳児院含む

令和３年９月分（９月出生の児童は１０月分）の児童手当を受給している公務員等

児童1人当たり ５万円給付額令和３年１２月２４日（金）受付開始日

公務員等 対象児童数

約 ９，０００人

約 ６，０００世帯

対象世帯数



児童手当の所得制限について

扶養親族及び児童の数 所得制限限度額 収入の目安

０ 人 ６２２ 万円 ８３３万３千円

１ 人 ６６０ 万円 ８７５万６千円

２ 人 ６９８ 万円 ９１７万８千円

３ 人 ７３６ 万円 ９６０ 万円

４ 人 ７７４ 万円 １，００２万１千円

５ 人 ８１２ 万円 １，０４２万１千円

児童手当の所得制限限度額の一覧表

注）扶養親族が70歳以上の配

偶者又は老人扶養親族であっ

た場合、１人当たり６万円を所

得制限限度額に加えます。

所得の計算方法
所得額＝給与所得控除後の所得額－８万円（一律控除）－諸控除

所得額＝年間収入金額－必要経費－８万円（一律控除）－諸控除

給与所得者の場合

自営業の方の場合

（給与所得又は雑所得を有する場合、その合計額から１０万円を控除した額）



申請型の給付② ～申請の手続き～

申
請
に
必
要
な
も
の

➡マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など

申請場所

申請期間 令和３年１２月２４日から令和４年３月３１日まで （郵送は当日消印有効）

こども支援課、各総合支所市民福祉課（市民課）

申請書（請求書）

申請者の本人確認書類（写し）

所得に関する証明書

令和３年１月１日に津市に在住の場合
➡所得に関する書類は必要ありません

令和３年１月１日に津市に在住していなかった場合
➡申請者及び配偶者の

令和３年度（令和２年分）市区町民税所得課税証明書・非課税証明書

公務員の場合
➡公務員児童手当受給状況証明書、児童手当の支給明細・支給通知等の写し



申請書等は、こども支援課・各総合支所でも12月24日より配布します。
また、市ホームページからも12月24日よりダウンロードできます。

②子育て世帯への臨時特別給付金申請型の給付③ ～申請後のスケジュール～

① こども支援課又は各総合支所市民福祉課（福祉課）で申請を受け付けます。

③ 市から支給をお知らせする通知を送付します。（１月１４日までに到着した申請書）

12月24日から

令和4年
３月31日まで

1月21日

1月27日

※ 以降、申請から概ね2週間から4週間程度で指定口座に振り込みます。

※第１回支払スケジュール
② 申請内容を確認します

１２月２４日

１２月２７日

児童手当を受給している公務員の方等にお知らせ・申請書・返信用封筒を送付

養育している児童が高校生等のみの世帯に、お知らせ・申請書・返信用封筒を送付

（郵送可）

④ ご希望の口座へ給付金を振り込みます。 （児童1人当たり ５万円）



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
子育て世帯への臨時特別給付金窓口

〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3403
ＦＡＸ：059-229-3451



定例記者会見 令和３年１２月１０日（金）１１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 

ワクチン接種推進担当参事(兼) 

新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室長 

駒田 好彦 

 
新型コロナワクチン接種 

１１月３０日時点で初回接種率８５％達成 

１２月９日から追加接種スタート 

３回目接種ワクチン配分量の問題点 
 

 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12月10日

新型コロナワクチン接種

11月30日時点で初回接種率85％達成

12月9日から追加接種スタート

3回目接種ワクチン配分量の問題点



11月30日までの初回接種実績（11月30日時点ＶＲＳより）



津市におけるワクチン接種状況（11月30日時点ＶＲＳより）

１回目接種回数 ２回目接種回数

21万7,823回 21万3,983回
１回目接種率 ２回目接種率

86.5％ 85.0％

65歳以上の高齢者

１回目接種回数 ２回目接種回数

7万6,794回 7万6,418回
１回目接種率 ２回目接種率

90.4％ 89.9％

接種対象者全体

年代別接種率（％）

 全体の接種率は接種券を送付した人口25万1,844人から算出
 高齢者の接種率は65歳以上の人口8万4,963人から算出
 全体接種回数の内訳：個別接種29万837回 集団接種8万7,354回 県営接種会場7,440回

市外接種1万4,296回 職域接種3万1,631回 東京・大阪大規模接種会場248回

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 １回目78.9％ ２回目77.5％

12～19歳 20代 30代 40代 50代 60～64歳

１回目 76.4 78.8 80.6 86.6 87.9 91.1

２回目 72.7 75.9 78.4 85.0 86.8 90.4

65～69歳 70代 80代 90代 100歳以上

１回目 87.6 90.5 92.0 92.5 88.4

２回目 87.2 90.1 91.5 91.8 87.2



12月9日から追加接種スタート

11月26日（金）から毎月3回、順次対象者に接種券を発送しています。12月9日の三重病院
を皮切りに各医療機関において追加接種が開始されました。

対 象
18歳以上

２回目接種完了から８か月以上経過した人

接種開始時期
・接種場所

医療従事者
12月9日～

勤務先の医療機関または集団接種特設会場

医療従事者
以外の人

令和４年１月中旬以降

各医療機関または集団接種会場

医療機関
12月～ 4機関（計4,450人程度）

令和4年1月～ 市内のその他の医療機関



令和4年2月および3月までに行われる追加接種等に用いるワクチンとして、これまでのワクチン接
種記録からの接種実績を基に、 11月29日に県によって津市への配分量が決定されました。

追加接種等に使用するワクチンの配分について

クール 全国 三重県 津市

ファイザー社
3rd01
11／15週～11／22週

3,519箱 55箱 8.6箱

ファイザー社
3rd02
12／13週～12／20週

1万 908箱 157箱 22 箱

ファイザー社
3rd03
1月下旬～2月（予定）

6,834箱 98箱 13.5箱

武田／モデルナ社
3rd01
1／24週

11万5,625箱 1,658箱 245 箱

追加接種等に使用するワクチン配分

5万1,597回

3万6,750回

合計 8万8,347回



ワクチン配分量の問題点（アンバランス）

追加接種月 令和3年12月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月

2回目接種完了月 令和3年4月以前 令和3年5月 令和3年6月 令和3年7月

8か月経過対象者数 3,700人 6,500人 3万5,800人 3万4,600人 8万 600人 19万5,100人

追加接種を初回接種と同様に接種すると仮定した場合

追加接種月 令和3年12月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月

2回目接種完了月 令和3年4月以前 令和3年5月 令和3年6月 令和3年7月

8か月経過対象者数 0人 0人 6人 4,500人 4,506人 2万 400人

配分量 5万1,597回分
3月上旬
から不足

配分量
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン

フ
ァ
イ
ザ
ー
社
ワ
ク
チ
ン

3月までの必要量 これまでの接種者数

3月までの必要量 これまでの接種者数

3万6,750回分



追加接種月 令和3年12月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月 令和4年4月 令和4年5月
2回目接種完了月 令和3年4月以前 令和3年5月 令和3年6月 令和3年7月 令和3年8月 令和3年9月

現在の対象者数 3,700人 6,500人 3万5,800人 3万9,200人 4万2,400人 3万5,600人

来年2月に前倒し 3,700人 6,500人 3万5,600人 3万5,800人 1万6,600人

８か月→6か月経過での前倒し接種でひと月の対象者激増

追加接種の時期とおおよその対象人数

これまでの最大接種回数 約8万回／月 ＜ 11万7,400回／月

11万7,400人

初回接種では高齢者施設入所者を接種した
後に施設職員を接種
⇒ 追加接種の前倒しをすることで入所者と
同時に施設職員の接種が可能になる

前倒し接種によりファイザー社ワクチンが早期に
枯渇しモデルナ社ワクチンしか選択できない状況になることも
⇒ アンケート結果からモデルナ社ワクチンの接種可能な
医療機関が少なく接種枠の確保が困難

デメリット

メリット

デメリット

（しかしワクチンの種類が選択可能となると混乱を招く）



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

津市接種予約サイト



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



定例記者会見 令和３年１２月１０日（金）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

市民部 地域連携課 

（電話０５９－２２９－３１１０） 

地域連携課長 

小橋 毅 

 
新型コロナウイルス感染症対策 

持続可能な市民活動をするために 市民活動団体活動促進講座を開催 
 

 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１２月１０日

市民活動団体活動促進講座を開催

新型コロナウイルス感染症対策

持続可能な市民活動をするために



ニューノーマルを見据え、活動を進めていくためにはどうすれば・・・

◎清掃活動をしてきたけど、新型コロナウイルス感染症が心配で集まれない。

◎対面でのミーティングを自粛しているので、なかなか話が進まない。
◎市民活動を継続したいけど、運営の資金面で不安が…

市民活動とコロナ禍における現状

地域の諸課題を自発的及び組織的に解決するために活動する市民団体やＮＰＯによる、
営利を目的としない自主的な活動を言います。
その活動分野は、子どもの健全育成、環境の保全、まちづくりの推進、社会教育の推進など、
多岐にわたります。

市民活動とは？

ところが、このコロナ禍で・・・

津市市民活動センター登録の市民活動団体：２７８団体(令和3年10月現在)

何か良い方法がないかな？



開催日時 第１回（津市北部地域） 第２回（津市南部地域） 第３回（津市西部地域）

日 令和４年１月１３日（木） 令和４年１月２７日（木） 令和４年２月４日（金）

時間 いずれも１３時３０分から ※３時間程度（個別相談を含む）

会 場 芸濃コミュニティセンター 白山市民会館 久居公民館

定 員 各会場２０名程度

対 象 津市内で活動する市民活動団体

内 容

①講演「コロナ禍でも成長するための視点と思考」 （６０分）
②パネルディスカッション「この２年間、どう工夫して活動を維持してきたのか」 （３０分）
③会場内に別途設置した相談ブースで津市市民活動センター相談員による個別相談
※希望団体のみ。個別相談は、パネルディスカッション終了後１５時３０分から

講 座 内 容
趣 旨

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまでの活動を行うことが困難になっている市内の市民活動団
体を対象に、目的としている地域課題を解決するための活動手法を見つめなおし、ウィズコロナでの持続可能な活
動に変わるきっかけを作るための講座です。

実施内容



講 師 紹 介
岸川 政之（ｷｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ） さん

１９８２年多気町入庁。高校生レストラン「まごの店」やその先輩が運営する惣菜と

お弁当の店（株）相可フードネット「せんぱいの店」など、コミュニティビジネスの手法を取

り入れた地域おこしに取り組む。これらの取り組みは、国土交通省ふるさと手づくり賞

大賞、総務大臣優秀賞など多くの賞を受賞。

２０１５年３月末に三重県多気町を退職し、現在は、皇學館大学現代日本社会学部

教授、（株）百五銀行公務部シニアアドバイザー、（株）百五総合研究所 客員研究員

（地域活性化担当）、一般社団法人 未来の大人応援プロジェクト 代表理事などを務

める。

地方の活性化をテーマに全国各地で「“まちづくり”、“商品開発”、“生き方考え方の

ヒント”などの講演やワークショップ」も多数開催するとともに、市町村、ＮＰＯなどのアド

バイザーとしても活躍している。



新型コロナウイルス感染症防止対策

●各会場の空調設備を利用した室内換気を行います。
●十分な広さのある会場で開催し、座席間の十分な距離を確保します。
●密集を避けるため、出入り口が複数確保できる会場で開催します。
●清掃・消毒を実施します。

●参加者を把握するために、事前申込制とします。
●検温、手指消毒、マスク着用の徹底をお願いします。
●三重県の接触確認システム「安心みえるＬＩＮＥ」及び新型コロナウイルス
接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を推奨します。

会場に関すること

参加者に関すること



注意事項等

申込方法

・ご参加いただくのは、３会場のうち１会場のみでお願いします。
・発熱や咳などの風邪症状がみられる方は参加をご遠慮ください。

■申込期間：１２月１８日（月）～各会場開催日の７日前まで
■津市市民活動センターホームページに掲載の申込フォームでお申し込みいただく
か、所定の申込書に必要事項をご記入の上、持参、郵送、ＦＡＸまたはメールで
下記までお申し込みください。

申込先
津市市民活動センター
住所 津市大門７－１５（津センターパレス）
ＴＥＬ ０５９－２１３－７２００ ／ ＦＡＸ ０５９－２１３－７２０１
Ｍａｉｌ center＠tsushimin.org

お 申 し 込 み

周知方法
広報津１２月１６日号に掲載。
講座案内や申込フォームが掲載された、津市市民活動センターホームページへの
ＱＲコードを表示し、最新情報をお知らせします。

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、内容の変更または、開催を中止する場合が
あります。
その際は、市ホームページ等でお知らせします。



市民部地域連携課
🏣514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3110
ＦＡＸ：059-229-3366

E-Mail：229-3110@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先



定例記者会見 令和３年１２月１０日（金）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

市民部 市民課 

（電話０５９－２２９－３１４３） 

市民課長 

倉田 幸果 

 
令和４年１月４日から 

マイナンバーカードで証明書が取得できる 

マルチコピー機を本庁舎1階に設置 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



マイナンバーカードで証明書が取得できる

令和４年１月４日から

令和３年１２月１０日

マルチコピー機を本庁舎１階に設置

マルチコピー機

設置場所



マルチコピー機とは

●マルチコピー機は、主に全国のコンビニ等に設置され
ている多機能コピー機で、行政機関が設置するもの
としては津市内で初めてです。

マルチコピー機にて、マイナンバーカードを利用し、
セルフサービスで住民票の写しや印鑑証明書などの
各種証明書が取得できるサービスです。

コンビニ交付サービスとは

●コピー機能のほか、コンビニ交付サービスが利用でき
ます。



設置概要

設置場所

【マイナンバーカード＋マルチコピー機で取得できるもの】

①住民票の写し（本人分・同一世帯分）

②印鑑登録証明書（本人分）

③戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）

④戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

⑤戸籍附票の写し（全部・一部）

⑥所得・課税証明書（最新年度分の本人分）

※手数料は窓口と同額

市役所本庁舎１階市民ホール （受付案内横）

設置時期 令和４年１月４日（火）

月～金曜日 （祝日、12/29から1/3、システム保守日は除く）

午前８時３０分～午後５時１５分
利用時間

取得できる
証明書の種類

北玄関

正面玄関

設置場所

受
付
案
内

市民課
ＥＶ

ＥＶ

市
民
ホ
ー
ル

交
付
特
設
窓
口

マ
イ
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マルチコピー機



本庁舎におけるマルチコピー機の設置目的と効果

●コンビニ交付サービスの利便性を周知

●申請書の記入が不要

目 的

効 果

財 源
新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金（10/10）

新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減

４，０５９千円

⇒ マイナンバーカードの交付促進

⇒ コンビニ交付サービスの利用促進
マイナちゃん

●窓口での待ち時間の解消

●滞留時間、対面接触の減少



コンビニ交付サービスとマイナンバーカードの交付状況

津市では令和２年３月からコンビニ交付サービスによる証明書交付を開始
マイナンバーカードの交付数の増加に伴い、コンビニ交付サービスの利用も増加

メリット

14.1%
14.4% 14.9% 15.5% 16.4% 17.4%

18.7%
20.3%

21.7%
23.3% 24.1% 25.1%

27.0%
29.0%

31.4%

34.3%
35.6%

37.0% 37.5%
38.0%

1.0% 1.2% 1.4% 1.8% 1.6% 2.1% 2.2% 2.6% 3.1% 3.4% 3.9% 4.2% 3.9%
5.1% 5.9% 5.9% 6.2% 6.5% 6.7% 7.2%

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

令和２年 令和３年

令和２年３月 ⇒ 令和３年１０月

マイナンバーカード
交付率 １４．１％ ３８．０％

コンビニ交付サービス
利用率 １．０％ ７．２％

マイナンバーカード交付率

コンビニ交付サービス利用率

２．７倍

令和２年 令和３年

７．２倍

カード交付体制も強化
本庁舎１階ロビーに交付専用特設
窓口を設置し、予約受取りの枠を
拡大して、市民の方にお待たせし
ない体制を取っています。



問い合わせ先

市民部市民課

🏣514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3143
ＦＡＸ：059-221-1173
E-Mail ：229-3143@city.tsu.lg.jp

マイナンバーカードの申請や受取りに関することは、
市民課までお気軽にお問い合わせください。
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