
 

定例記者会見 令和３年１２月２４日（金）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

健康福祉部 福祉政策課 

（電話０５９－２２９－３１５０） 

福祉政策課長 

三浦 弘充 

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 

 
コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 

生活・暮らし支援臨時特別給付金推進室設置 

担当理事以下１６名配置 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



コロナ克服・新時代開拓のための経済対策

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業

令和３年１２月２４日

生活・暮らし支援臨時特別給付金推進室設置
担当理事以下１６名配置



新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々の生活・暮らしへの支援

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やか
に生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、
１世帯当たり１０万円の現金を給付

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）

臨時特別給付金給付事業の概要

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業とは

対象となる世帯

① 基準日（令和３年１２月１０日）において、世帯全員の令和３年度分の住民税が非課税
である世帯➡ 【プッシュ型の支給（確認書の送付）】
※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

② ①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様
の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）➡ 【申請による支給】



対象見込世帯 ３５，０００世帯
（うち非課税世帯 ３３，０００世帯、家計急変世帯 ２，０００世帯）
住民税非課税世帯等臨時特別給付金
３５，０００世帯×１０万円＝３５億円

令和３年度一般会計補正予算（第１１号） 令和３年１２月２２日 議決

事業費（給付金）

臨時特別給付金給付事業関連予算

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 ３５億５，７４１万１千円
（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る分）

人件費、電算業務委託料、機器借上料など ５，７４１万１千円

事務費

総事業費 ３５億５，７４１万１千円

※今後のスケジュールや支給方法等については、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。



【部長級】
生活・暮らし支援臨時特別
給付金推進担当理事

【部次長級】
生活・暮らし支援臨時特別
給付金推進担当参事

【担当職員】
12名

速やかな生活・暮らしへの支援に向けた推進体制の整備

【課長級】
臨時特別給付金推進担当
副参事

・健康福祉部の職員6名に、国体・障害者スポーツ大会推進局の職員10名が加わり、16名の職員
で構成
・担当理事は国体・障害者スポーツ大会推進局長、担当参事は健康福祉部介護保険担当参事
(兼)介護保険課長、室長は競技運営課長(国体)、担当副参事は福祉政策課長(健康福祉部)が
それぞれ兼務
・健康福祉部の3名は本庁勤務で、本庁(健康福祉部)とメッセウイング・みえとの連絡調整を図る。

メッセウイング・みえ（国体・障害者スポーツ大会推進局の執務室を活用）

１２月２４日 ※本日１４時から、本庁４階庁議室において辞令交付式を実施

設置場所

設置日

1６名 体制生活・暮らし支援
臨時特別給付金推進室 【課長級】

生活・暮らし支援臨時特別
給付金推進室長

職員体制



定例記者会見 令和３年１２月２４日（金）１１時～ 

場 所 庁議室 
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健康福祉部 新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室 
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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 

国の通知を受けた前倒し等の追加接種体制の見直し 
 

 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24日

新型コロナワクチン接種

国の通知を受けた前倒し等の追加接種体制の見直し



12月17日付けで厚生労働省から初回接種（1・2回目）完了から8か月以上
の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種（3回目）を実施する場合の考
え方について通知がありました。新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、接種間隔
の例外的な取扱いが認められる対象者について改めて整理されました。

12月17日付け厚生労働省からの通知について

対象者の区分

① 医療従事者等並びに高齢者施設等の入所者及び従事者
② 通所サービス事業所の利用者及び従事者
③ 病院及び有床診療所の入院患者

1 医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等に対する追加接種

➡ 6か月以上の間隔をおいて実施

2 その他の高齢者に対する追加接種（令和4年2月以降の対応）

➡ 7か月以上経過した後実施



国の通知を受けた計画変更への取り組み
計画変更への取り組み状況

集団接種特設会場の当初予定

➡

前倒した場合

1月29日（土）夜間
2月 5日（土）夜間
2月12日（土）夜間
2月19日（土）夜間

1月 8日（土）夜間
1月 9日（日）午前・午後
1月15日（土）夜間
1月29日（土）夜間 ※予備日

医療従事者等（2か月前倒しで集団接種特設会場の対象者243人増加）

 高齢者施設等の入所者及び従事者（通所サービス含む）
調査対象施設数約1,400に向け接種対象者の調査を準備中

 老人保健施設
対象者794人に対し2か月前倒しの対象者を調査開始

 入院患者
対象者の調査準備中

取り組みへの課題

接種券発行スケジュールのやり直し
配分されたワクチンが市民に選択されず使用しきれない場合の対応
市民の希望とのかい離があった場合お待ちいただくことで混乱を招くこと など



追加接種可能月 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 5,800人 3,800人 645人 105人 26人

前倒しで接種可能と
なった対象者数 1万3,300人 645人 105人 26人 ― ―

現在の対象者数 0人 646人 3万1,100人 3万1,500人 1万800人 1,500人

前倒しで接種可能と
なった対象者数 0人 646人 6万2,600人 1万800人 1,500人 ―

現在の対象者数 0人 64人 800人 7,000人 3万1,400人 3万4,100人

医療従事者等（8か月➡6か月）

医療従事者等を除く高齢者（8か月➡7か月）

64歳以下（その他一般）

追加接種の前倒しとなる対象者数のイメージ



12月以降に12歳を迎える人および1月以降にワクチン接種を希望する人に、 1月5日（水）から
１回目、２回目の予約を行います。この予約枠をもって集団接種会場における初回接種はいったん
終了としますので、初回接種を希望する人は接種協力医療機関による個別接種をお願いします。

1月以降の初回接種（１・２回目）集団接種予約について

1回目 ２回目 会 場 予約数

令和４年1月15日（土）
14時～17時

令和４年2月5日（土）
14時～17時

津センターパレス 72人

久居インターガーデン 72人

合計 144人

1月以降の１・2回目集団接種予約

1月5日（水）8時30分～
予約開始日時

1月5日（水）8時30分～
接種協力医療機関の更新

ファイザー社製
使用ワクチン



追加接種ワクチン配分量における各ワクチン使用割合

合計
7万8,282回分

合計
7万4,962回

3回目配分 ファイザー
4万1,532回分

武田／モデルナ
3万6,750回分

1・2回目
接種実績

ファイザー
個別

5万5,332回
2万8,002回（2月）
2万7,330回（3月）

3回目接種率100％の場合

3回目接種率90％の場合

合計
6万7,465回

1・2回目
接種実績

ファイザー
集団

1万4,975回
7,741回（2月）
7,234回（3月）

職
域
・
大
規
模

武田／モデルナ
4,655回

職
域
・
大
規
模

ファイザー
個別

4万9,798回

ファイザー
集団

1万3,477回

ファイザー不足を補うモデルナ使用部分

8,266回 個別増 or 集団増で対応

1万3,800回 個別増 or 集団増で対応

武田／モデルナ
4,189回

令和4年2月3月接種対象者分



追加接種の集団接種会場はモデルナワクチンを使用

使用するワクチン

集団接種（2月上旬開始予定）

武田／モデルナ社ワクチン

追加接種（3回目）は初回接種（1・2回目）に使用したワクチンの種類に関わ
らず、ファイザー社ワクチンまたは武田／モデルナ社ワクチンを使用します。
津市では初回接種に使用したワクチンのうち9割を超える方がファイザー社製を接
種いただきましたが、国から来年3月までの追加接種用に示されたワクチンの47％
が武田／モデルナ社ワクチンであったため、集団接種においては、武田／モデルナ社
ワクチンを使用します。
ファイザー社ワクチンが不足することも予想されるため、お急ぎの場合は武田／モデ
ルナ社ワクチンを接種するようお願いします。

個別接種

武田／モデルナ社ワクチン
ファイザー社ワクチン
※本日12月24日14時30分～厚生労働省によるオンライン形式の自治体説明会 ➡ 追加接種の実施等について変更があり次第お知らせします。



ワクチン接種記録システム（VRS）接種履歴の修正状況

エラー内容

 ロット番号・日付の誤り
 他市で接種した予診票の未入力
 住所地の誤り
 接種券番号の読み取り誤り
 他市による予防接種データ上書き

新型コロナワクチンの接種記録がスマートフォンに表示される電子証明アプリの運
用が12月20日から開始されました。表示される記録は国のVRSに登録された接
種歴等のデータで、多くの自治体で入力の際に誤りがあることが判明しています。
津市では、9月から3回目接種券の発送等の体制確保に向けデータ誤りの修正を
開始し、現在までに約5,200件を修正しています。

主なエラーと修正の例

 ロット番号の入力間違い ➡ 配布したワクチンのロット番号と照合・修正
 他者への接種履歴上書き ➡ バックアップデータと新データを照合
 前住所地の接種券で接種 ➡ 予診票を住所地に送付



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

津市接種予約サイト

コロナワクチンナビ



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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津市長が選ぶ 令和３年市政の１０大ニュース 

 
 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２４日

津市長が選ぶ
令和３年市政の１０大ニュース



１１ １６

１７

１８

１９

１10

津市長が選ぶ令和３年市政の１０大ニュース一覧

１

１

１

１２

３

４

５

新型コロナウイルス感染症

～令和３年度の市独自のコロナ支援策～

新型コロナワクチン接種

～希望者への２回目接種完了～

三重とこわか国体・

三重とこわか大会の中止

津市民テニスコートオープン＆津球場

公園内野球場リニューアルオープン

ＧＩＧＡスクール構想
～１人１台タブレット端末の活用本格化～

～第１１回ロケーションジャパン大賞～

映画「浅田家！」×津市が
グランプリ受賞

津センターパレスホテル棟へ
(株)リオ・ホテルズの進出決定

中勢北部サイエンスシティ

誘致完了

大谷踏切拡幅事業

新踏切工事に着手

津市自治会問題を受けて

「津市公正公平な市政の確保に
関する条例」を制定



２ 新型コロナワクチン接種 ～希望者への２回目接種完了～１

希望する市民への２回目接種を１１月末に完了

▶ワクチン接種が困難な独居・老老世帯高齢者に
送迎による介護老人保健施設での接種

▶授業に影響を及ぼさない夏休みを中心とした期間中に、５つの
特設会場で保育士や教員など子どもと接する従事者への優先接種

▶妊娠中の方とその夫・パートナー、１２歳以上の
小・中学生、高校生への優先接種

７月・８月

６月・７月

９月・１０月

１０月・１１月 ▶土曜日の集団接種時間を午後９時まで３時間延長

市独自の接種の取組

※11月30日時点ＶＲＳより （接種対象者全体に対する接種回数・接種率）

２回目接種回数 ２回目接種率

２１万３，９８３回 ８５．０％

※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 77.5％



２ 新型コロナウイルス感染症 ～令和３年度の市独自のコロナ支援策～２

市独自の支援策を必要な方に確実に行き届かせる

３つのきめ細かな対応

市民が必要とする対策や
支援としてタイムリーに対応

暮らしや地域経済を支え続ける
ため、支援を積み重ねて対応

コロナありきの社会における
将来を見据えた環境整備に対応

▶水道料金（基本料金）の無料化
（Ｒ３．１１月～Ｒ４．２月
検針分）

事業費 ４億３，９１２万円

▶臨時休業・出席停止措置等に伴う
家計への負担軽減を図るため、児童
１人につき２万円の支援金を交付

事業費 ８，７２３万円

▶保育所、小中学校等の学校施
設、市民センター等の公共施設
におけるトイレ洋式化（２６３基）
とエアコン整備（２１６基）を推進

事業費 ４億１６６万円

※事業費はＲ３当初予算～１２月補正予算までの合計（予備費を含む）

▶地域鉄道運行事業者や高速船
運航事業者への支援金の給付

事業費 １億５，４８０万円

▶観光・イベント・飲食・宿泊・旅行
業等の事業者への支援金の給付

事業費 ３，０８７万円



スポーツ振興基金
を造成
の

三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止３

金額：２億５千万円

・競技スポーツ
・パラスポーツ

・生涯スポーツ

令和４年度から事業実施

市立小中学校、義務教育
学校、幼稚園、放課後児
童クラブ、保育園、こども
園へ優先的に配布し活用

感染症対策物品
の有効活用

スポーツ振興基金
の創設

の振興に活用

開催中止による影響への対策と積み重ねてきたものを次に繋げる取組を実施

開催に向けて準備していた非
接触式体温計、飛沫防止
パーテーション、手
指消毒液、空気清
浄器など

中止による影響への対策 次に繋げる取組

津市事業者緊急支援金
の交付

中止に伴う契約解除等により
影響を受けた事業者に対し、
収入予定額（契約金額）と実
際の収入額との差額に応じて
支援金を交付

交付金額：３０万円上限

対象：６１事業者

予算額：１,３３５万７千円



４

津市自治会問題を受けて、「津市公正公平な市政の確保に関する条例」
を制定し、１２月２２日施行

津市公正公平な市政の確保に関する条例を制定（１２月２２日施行）

○建築施設等の少額修繕の見直し（１０月１日から実施）

補助金の返還請求、業務委託の損害賠償請求、職員１５５名の処分

○工事業者の地元調整のルール化（１０月２５日から実施）

○内部統制室の設置（６月１日）

【制度改革】

【組織改革】

津市自治会問題を受けて

※第１０条に組織の自浄機能を維持し統制のとれた組織体制を保持することを規定

「津市公正公平な市政の確保に関する条例」を制定

来年１月から改革の第２段階（ガバナンスの強化）へ移行



津市民テニスコートオープン ＆
津球場公園内野球場リニューアルオープン

５

５月１日、津市民プール跡地に
市内最大の１２面のコートを有する
津市民テニスコートがオープン

７月１日、津球場公園内野球場が
リニューアルオープン

事業費

１０億５０４万円

利用状況
（オープンから１１月末まで）

２５，６７１人（７か月）

事業費
（駐車場整備含む）

６億４，４０８万円

利用状況
（オープンから１１月末まで）

９，８４０人（５か月）



大谷踏切拡幅事業 新踏切工事に着手６

令和３年度に創設された「踏切道改良計画事業補助」の
採択を受け、踏切拡幅工事に続き、近鉄架道橋工事に着手

着工前 新踏切工事中

完成イメージ



津センターパレスホテル棟へ(株)リオ・ホテルズの進出決定７

６月２６日、全国で１８のホテルを展開する(株)リオ・ホテルズの進出が決定

津市
中心市街地（大門・丸之内地区）の新たなビジョンづくりに向けた基礎
調査、市街地構造の変遷を踏まえた特性・課題整理等の取組を開始

多くの有名ホテルを手がけた梶原文生氏によるデザインのも
とリノベーションし、新たな価値と話題性を持ったホテルとして
リニューアルオープン

ホテル津センターパレス「都シティ津（津都ホテル）」がコロナの影響により２月末
で営業を終了

㈱津センターパレスが入居事業者を募集

６月２６日、㈱リオ・ホテルズと㈱津センターパレス
が契約を締結



ＧＩＧＡスクール構想 ～１人１台タブレット端末の活用本格化～８

４月に、全小中学校に１人１台のタブレット端末導入

８月２７日、「緊急事態宣言」発令

９月１日（２学期スタート）～９月２４日

給食後、午後はタブレット端末を用い
自宅でのオンライン学習を実施

Ｚｏｏｍ等を活用した双方向型の活動の様子

タブレット端末 ２万１，２２７台

貸与用モバイルルーター １，５３０台

導入費： ９億７，４７８万円

橋北中学校での生徒へのタブレット端末貸与の様子



～第１１回ロケーションジャパン大賞～

映画「浅田家！」×津市がグランプリ受賞
９

２月１８日、最も地域を沸かせ、人を動かした作品と地域に
贈られるロケーションジャパン大賞で「映画『浅田家！』×津市」

が全３０作品５２地域の中からグランプリを受賞

第１１回 ロケーションジャパン大賞 受賞式（2月18日）

ロケ地巡りなど、撮影地の
専修寺や津の海には例年
の３～４倍の観光客が
訪問

パネル展、映画の原案者・
監督・プロデューサーによる
トークショー等のイベントに
計３万人以上を動員



中勢北部サイエンスシティ誘致完了10

分譲面積 ８４．２ha

分譲済面積 ８４．２ｈａ（賃貸含む）

進出企業数 ７５社

雇用人数 約３，３００人

中勢北部サイエンスシティ

平成１２年から約２０年をかけて、中勢北部サイエンス
シティの全分譲区画への賃貸を含めた誘致が完了

～誘致完了時のサイエンスの状況～

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ｈ１２

Ｈ１３

Ｈ１４

Ｈ１５

Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ１

Ｒ２

（社）

表 中勢北部サイエンスシティにおける各年度の進出企業数

１月１８日の立地協定締結をもって
全分譲区画への誘致が完了
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