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新型コロナワクチン接種 

オミクロン株対応ワクチン接種のスケジュールについて 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



新型コロナワクチン接種

オミクロン株対応ワクチン接種のスケジュールについて

令和4年9月22日



3回目接種回数 17万9,559回

3回目接種率 ※ 65.5％

3回目接種券発送数 21万5,417通

接種券発送数に対する
3回目接種率 83.4％

4回目接種券発送数 9万6,137通

接種券発送数に対する
4回目接種率 66.3％

4回目接種回数 6万3,777回

全人口に対する
4回目接種率 ※1 23.3％

60歳以上人口に対する
4回目接種率 ※2 64.8％

4回目接種状況

※全人口27万4,065人（令和4年1月1日時点）に対する接種率

3回目接種状況

3・4回目接種状況について（9月20日時点）

65歳以上接種回数 7万4,336回

65歳以上接種率 ※ 90.9％

12～64歳接種回数 10万4,137回

12～64歳接種率 ※ 62.5％

※65歳以上人口8万1,744人（令和4年1月1日時点）に対する
接種率

※12～64歳人口16万6,659人（令和4年1月1日時点）に対する
接種率

※1 全人口27万4,065人
※2 60歳以上人口9万8,474人（いずれも令和4年1月1日時点）



オミクロン株対応
ワクチンとは

オミクロン株に対応した成分と、従来のワクチンの2種類を混ぜた
「2価ワクチン」と呼ばれ、米ファイザーや米モデルナが開発している。

接種間隔
前回の接種から5か月以上（すでに接種券をお届けしている方、お
よび今後、５か月が経過する頃に接種券が届く方が対象です。）

4回目未接種の方

対 象

• 60歳以上の方
• 18歳以上で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高い
と医師が認める方

• 医療従事者等及び高齢者施設等の従事者など

3回目未接種の方

対 象
• 12歳以上のすべての方（オミクロン株対応ファイザー）
• 18歳以上のすべての方（オミクロン株対応モデルナ）

津市では10月1日（土）から集団接種における新型コロナワクチン追加接種（3・4回目）にオミク
ロン株対応ワクチンを使用します。個別接種は９月20日から予約受付を順次開始しています。現時
点で対象となる方は以下の皆さんです。

10月からオミクロン株対応ワクチン接種スタート

※3回目接種済で4回目接種対象でない方、4回目接種済の方については、10月中旬以降から前回接種後に一定の
期間を経過した方から2価ワクチンの接種が可能となる予定です。１回目・２回目未接種の方は接種できません。



個別接種 9月20日から2価ワクチン接種の予約開始

オミクロン株対応ワクチンの供給量に基づき当面の間、個別接種ではファイザー社ワクチン、集団接種
では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の供給量が多いことから、お急ぎの場合は個
別接種の予約をお取りいただくようお願いします。

津市へのオミクロン株対応ワクチン供給量

ファイザー社 約6万2,000回 モデルナ社 約6,000回

接種協力医療機関一覧
二次元コード

接種協力医療機関一覧はこちら

（9月15日時点） 未接種者

4回目(60歳以上) 約29,000

3回目(12歳以上) 約27,000

合計 約56,000

使用ワクチン

ファイザー（オミクロン株対応）

予約開始日

9月20日（火）から順次

接種開始日

10月11日（火）

2価ワクチンを接種可能な医療機関数

142（かかりつけ以外も接種可能87）



個別接種 かかりつけ以外の方も接種可能な87医療機関

1 医療法人赤塚クリニック 芸濃町椋本

2 飛鳥メディカルクリニック 乙部

3 あのつクリニック 一身田上津部田

4 天野医院 久居西鷹跡町

5 あめさら耳鼻咽喉科 観音寺町

6 あらき内科クリニック 半田

7 津老人保健施設アルカディア 乙部

8 いぐち内科・消化器内科クリニック 久居新町

9 介護老人保健施設 いこいの森 河芸町東千里

10 伊勢谷医院 安濃町川西

11 一志ささべクリニック 一志町高野

12 稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 河芸町東千里

13 岩尾こどもクリニック 河芸町杜の街一丁目

14 植村整形外科 藤方

15 海野整形外科 安濃町粟加

16 おおにし呼吸器・糖尿病内科 呼春の森診療所 一身田上津部田

17 大橋クリニック 桜橋三丁目

18 奥田医院 半田

19 おくだ内科クリニック 上浜町五丁目

20 カサデマドレクリニック 安濃町戸島

21 かわいクリニック 河芸町浜田

22 医療法人 川浪内科 八町二丁目

23 河村クリニック 津興

24 草川医院 大里窪田町

25 小西ヒフ科医院 栄町二丁目

26 駒田医院 芸濃町林

27 こやま内科消化器科 久居新町

28 医療法人社団万年青会 坂口医院 垂水

29 医療法人 坂の上クリニック 藤方

30 しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 大園町

31 医療法人白塚いけだクリニック 白塚町

32 新町整形外科診療所 大園町

33 世古口消化器内科 なぎさまち診療所 海岸町

34 大門病院 大門

35 高野尾クリニック 高野尾町

36 たかはし内科 西丸之内

37 医療法人社団たかはし耳鼻咽喉科 藤方

38 たけうち内科クリニック 久居野村町

39 たじま泌尿器科皮フ科 鳥居町

40 たなか内科 観音寺町

41 田中内科 久居新町

42 たにクリニック 河辺町

43 医療法人緑の風 千里クリニック 河芸町東千里

44 つおき高橋クリニック 三重町津興

45 津さくらばしクリニック 桜橋三丁目

46 津市家庭医療クリニック 美杉町奥津

47 津生協病院 船頭町津興

48 津生協病院附属診療所 船頭町津興

49 医療法人久藤内科津泌尿器科皮フ科診療所 中央

50 津ファミリークリニック 押加部町

51 津みなみクリニック 久居野村町

52 寺田医院 野田

53 寺西胃腸科内科クリニック 野田

54 とうかい整形外科かわげ 河芸町西千里

55 刀根クリニック 香良洲町

56 なかせ内科胃腸科 一身田上津部田

57 中浜胃腸科・外科 久居元町

58 なかむら耳鼻咽喉科 高野尾町

59 中本耳鼻咽喉科 河芸町東千里

60 中森内科 観音寺町

61 にしい耳鼻咽喉科クリニック 久居北口町

62 にしかわ小児科医院 久居新町

63 西出医院 久居野村町

64 英クリニック 久居明神町

65 フェニックス健診クリニック 乙部

66 ふじた耳鼻咽喉科 中央

67 藤田内科 乙部

68 藤本内科 戸木町

69 二神クリニック 高野尾町

70 医療法人社団医流会別所ヒフ科 新町一丁目

71 前川内科 垂水

72 まきのクリニック 美里町足坂

73 増井内科 長岡町

74 まつしまクリニック 久居小野辺町

75 三重県立一志病院 白山町南家城

76 みえ消化器内科 観音寺町

77 医療法人三井整形外科 雲出本郷町

78 医療法人 むらしま整形外科 野田

79 森田内科クリニック 雲出本郷町

80 やまぐちクリニック 垂水

81 やましろ小児科 久居中町

82 ゆうあいクリニック 雲出本郷町

83 ゆたクリニック 修成町

84 ゆり形成内科整形 柳山津興

85 医療法人吉田クリニック 栗真中山町

86 ルミナス クリニック 安濃町曽根

87 渡部クリニック 乙部



集団接種（10月）の予約枠数

10月からオミクロン株対応2価ワクチン接種スタート

予約
開始日

津市
接種日

津センターパレス 久居インターガーデン 合計

予約枠残り 予約枠残り 予約枠残り

9月22日

10月 1日（土） 300 200 500

10月 2日（日） 600 400 1,000

10月 8日（土） — 200 200

10月 9日（日） — 200 200

計 900 1,000 1,900



オミクロン株対応ワクチン
予約開始日

予約開始する接種日 接種券発送日
3回目発送数
4回目発送数

9月22日（木）
10／1 ／2 ／8 ／9

9月16日（金）
530

2,500
土 日 土 日

9月30日（金）
10／15 ／16

9月28日（水）
680

1,500
土 日

10月11日（火）
10／22 ／23

10月7日（金）
270
430

土 日

オミクロン株対応ワクチンにおける集団接種の予約計画

津センターパレス・久居インターガーデンの開催計画（オミクロン株対応ワクチン）

※津まつり開催のため10月8日（土）・9日（日）は久居インターガーデン会場のみ



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:0120-761-770

⚫ 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

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:0120-059-550

⚫ 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 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

相談窓口など



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

問い合わせ



定例記者会見 令和４年９月２２日（木）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 
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津市プレミアム付デジタル商品券 

使用期限１０月１１日（火） 

お忘れなくお使いください 
 

 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４年９月２２日

津市プレミアム付デジタル商品券

使用期限 １０月１１日（火）

お忘れなくお使いください



つデジの実施状況

取扱店
登録数

業 種 別 小売業 飲食業 サービス業 宿泊業 合 計

店 舗 数
７２３店 ３８９店 １９２店 １７店 １，３２１店

５４.７％ ２９.５％ １４.５％ １.３％

発行状況

令和４年９月１６日販売終了時の実施状況は次の通りです。

募集期間：令和４年６月１５日から令和４年８月３１日まで

購入限度額 一人あたり６万円(額面７万２千円)

発 行 総 額 ２０億４，０００万円

販売終了日 令和４年９月１６日

購入者数 ４２，９１７人

令和４年７月１９日第１期販売/令和４年８月１０日第２期販売開始

売 上 状 況

令和４年９月１５日現在
（使用開始から５７日間の状況）

売上額 １５億４，６６６万円



年齢層別

年齢層別購入状況等（令和４年９月１６日販売終了時）

購入者数 （購入者割合）

２９歳まで ４，６７１人 １０．９％

３０歳代 ７，４１６人 １７．３％

４０歳代 １０，２１０人 ２３．８％

５０歳代 １０，１４７人 ２３．６％

６０歳代 ６，９１６人 １６．１％

７０歳以上 ３，５５７人 ８．３％

合 計 ４２，９１７人

市内・市外別

購入者数 購入金額（プレミアム分含む） （割合）

市 内 ３６，４０７人 １８億 ２６万４千円 ８８．２％

市 外 ６，２７５人 ２億２，８４０万８千円 １１．２％

不 明 ２３５人 １，１３２万８千円 ０．６％

合 計 ４２，９１７人 ２０億４，０００万円



取扱店（１，３２１店）の業種別件数（詳細）

小売業 飲食業 サービス業 宿泊業

業 種 業 種 件 数 業 種 件 数 業 種 件 数

衣料品 １５４件 和食・寿司 ９２件 美容院・理髪店 ６４件 ホテル １１件

ドラッグストア・
薬・化粧品

７１件 居酒屋 ５９件 エステ・ネイル ２４件 旅館 ４件

食品 ６９件 喫茶・カフェ・スイーツ ５７件 マッサージ １６件 その他 ２件

菓子 ５７件
洋食・フレンチ・

イタリアン
４９件 スポーツ施設・ジム １３件

本・文具・雑貨・
ホビー・楽器

４６件 焼肉 ２５件 クリーニング １２件

スーパーマーケット ３８件
アジア・エスニック

（カレーを含む）
１５件 医療・福祉 ９件

メガネ・時計・貴金属 ３８件 丼もの・うどん・そば １５件 旅行 ２件

コンビニエンスストア ３５件 ラーメン １３件 タクシー ２件

家電量販店 １８件 バー・ダイニングバー １３件 遊技場 ２件

その他 １９７件 その他 ５１件 その他 ４８件

計 ７２３件 計 ３８９件 計 １９２件 計 １７件



売上金の振込状況

振込日 振込金額（売上額） 振込店舗数 振込の対象期間

８月 ５日 ８６，５１０，３９２円 ７４７店 ７月２１日から７月３１日までの売上

８月２２日 ３１８，８４１，６１１円 ８８８店 ８月１日から８月１５日までの売上

９月 ７日 ５８５，７６６，１０７円 １，００８店 ８月１６日から８月３１日までの売上

９月２６日
（予定）

５５５，５４７，３３６円 １，０２７店 ９月１日から９月１５日までの売上

累 計 １，５４６，６６５，４４６円 １，２２１店

●使用期限を過ぎたつデジは使うことはできません。
●一度購入されたつデジは使用・未使用を問わず、払い戻しは行いません。

忘れず
お使いください！ つデジの使用期限 １０月１１日（火）



つデジに関するお問い合わせ・相談窓口

電
話
窓
口

コールセンター
Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１２０－０５９－２２９
時 間 ： 午前９時から午後６時まで（土・日・祝日を含む）

ヘルプデスク
所在地： 津市羽所町３７５番地 百五・明治安田ビル1階
Ｔ Ｅ Ｌ ： ０５０－３１３８－４３９４
（新型コロナウイルス感染症対策の観点から事前予約を推奨します）

時 間 ： 午前９時から午後６時まで（平日のみ）対
面
窓
口

事業者利用者

事業者利用者

操作サポート窓口（市内携帯ショップ）
スマートフォンの操作に不慣れな方や、キャッシュレス決済が未経験の方に、
携帯ショップのスタッフが対面で操作方法等をサポートします

利用者

NTTドコモ（ドコモショップ） （５店舗） 芸濃店、 津店、津北店、津中央店、久居店
ソフトバンク （７店舗） 河芸店、芸濃店、津北店、津駅西店、久居店

イオンタウン津城山店、イオンモール津南店（予約が必要です）



定例記者会見 令和４年９月２２日（木）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

市民部 市民交流課 

（電話０５９－２２９－３１０２） 

市民交流課長 

落合 勝利 

 
上富良野町との友好都市提携２５周年 

 

 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４年９月２２日

上富良野町との友好都市提携２５周年



上富良野町と津市の歴史的なつながり

明治３０年 開拓団の移住
三重県安濃郡安東村（現：納所町）出身の田中常次郎をはじめとする三重団体一行が、
現在の上富良野町へ移住し開拓

大正１５年５月２４日 十勝岳大噴火からの復興
十勝岳大噴火により壊滅的な被害を受けた上富良野村（現：上富良野町）を、当時村長だっ
た河芸郡一身田村（現：一身田町）出身の吉田貞次郎が災害復旧事業を行い、わずか数年
で水田をよみがえらせた

平成９年７月３０日 に
旧津市と上富良野町との間で友好都市提携を締結し交流をスタート

平成４年から行政間、議会間の相互訪問も始まり、
友好都市提携に向けての機運が一気に高まる

昭和５３年に、上富良野町教育委員会が「上富良野町郷土館」
を建設するに当たり、史料調査のため旧津市を訪問

上富良野町開基１００周年の年



友好都市交流のあゆみ

姉妹校交流
・平成10年に上富良野西小学校が安東小学校を訪問し、
姉妹校交流がスタート
以後、相互に訪問交流を継続

市民団の派遣 ・15周年（平成24年）及び20周年（平成29年）の際には、
津市民団及び上富良野町民団が互いの市町を訪問

行政間交流

経済産業交流

・市長、町長への表敬訪問をはじめ、交流担当課、観光や
農業など各行政分野において、互いの市町の発展を目的
とした意見交換や協力関係の構築
・市議会・町議会議員が互いの市町を行政視察
・「災害時の情報発信に関する相互応援協定」締結

・両市町の代表的イベント（津まつり、上富良野町四季彩
まつり等）開催時に友好都市コーナーを設置し、物産販売
や観光ＰＲを実施
・津、上富良野両ライオンズクラブの姉妹クラブ交流
・民間企業間による経済連携協定締結



これまでの友好都市提携２５周年実施事業①

友好提携の将来的な継続を確認する
とともに、両市町の友好関係をＰＲ

【主な内容】

●１０年前に締結した「災害時の情報発
信に関する相互応援協定書」の見直し
について協議

●十勝岳火山砂防情報センターを視察
●陸上自衛隊上富良野駐屯地を訪問
●ラベンダーフェスタでの津市長あいさつ

津市長が上富良野町を訪問
７月１６日（土） ～１８日（月・祝）

両市町の広報誌でクイズを掲載

姉妹校交流

安東小学校から児童８名が上富良野西小
学校を訪問し交流

●開拓記念館訪問
●教室にて両市町の紹介や交流 など

７月２１日（木） ～２３日（土）

【津市】
広報津
７月１日号

【上富良野町】
広報かみふらの
８月１０日号

•上富良野町に関する
クイズを掲載

•正解者の中から抽選
で上富良野町ラベン
ダーオーナー権をプレ
ゼント

•津市に関するクイズ
を掲載

•正解者の中から抽選
で津市の特産品をプ
レゼント



これまでの友好都市提携２５周年実施事業②

友好都市写真パネル展を開催

実施期間

場 所

７月２５日（月）～８月１２日（金）

津市役所本庁舎１階ロビー

津市と上富良野町との友好交流の紹介や
上富良野町の風景パネルを展示

水

ボートレース津
記念レースを開催

実施期間 ８月１１日（木・祝）～１６日（火）

「GⅢ津オールレディース
上富良野交流２５周年記念」 を開催

●かみふらの十勝岳観光協会及び商工会が
物産ブースを設置 （１５日・１６日）

●シロモチくん、らべとん、ツッキーとの写真
撮影会を実施（１５日・１６日）

●優勝選手に上富良野町賞としてラベンダー
オーナー権１年分を進呈



●津市と上富良野町の歴史的なつながりを示すパネル資料の展示や
両地域の地域資源の紹介

●２日間で合計約５００名の来場者に両市町の友好をＰＲ

これまでの友好都市提携２５周年実施事業③

三重県首都圏営業拠点「三重テラス」
“つデイ”で友好都市展を実施

東京日本橋で、両地域のつながりをアピール！

７月３０日（土） ・３１日（日）



今後の友好都市提携２５周年実施事業について①

●上富良野町のゆかりの地（高田本山専修寺など）を視察するほか
津まつりに来賓として出席

●「災害時の情報発信に関する相互応援協定の一部を変更する協定
書」の締結

斉藤繁 上富良野町長が津市に就任後初来訪！

１０月８日 ～１０日土 月・祝



今後の友好都市提携２５周年実施事業について②

「友好都市Twitter」を１０月８日（土）から運用開始

・即時性が高く、幅広い世代が利用するTwitterを活用し、
津市と上富良野町が共同で運用できる「友好都市Twitter」を
新しい情報発信のチャンネルとして導入

・Twitterによりいち早く情報発信を行うとともに、災害時にはより詳細な
情報を提供するため、互いの市・町に備えた「災害時の情報発信に
関する相互応援協定」に基づくウェブページへ誘導

・お互いに観光イベント情報などをアップすることにより、
日頃から多くの方の目に触れるようにする

津市〇〇
まつり開催！
https//…

＃津市上富良
野町
＃津市

＃上富良野町
＃津市〇〇ま

つり



津市と上富良野町
これからもずっと仲良し！

お問い合わせ先

津市市民部市民交流課
電話 ０５９－２２９－３１０２
ファクス ０５９－２２７－８０７０
E-Mail 229-3252@city.tsu.lg.jp

お問い合わせ先
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