
定例記者会見 令和３年６月７日（月）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 

接種推進室長 

藤井 孝則 

 
新型コロナワクチン接種（６５歳以上対象） 

三重中央医療センターほか２施設の詳細 

 独居・老老世帯高齢者の送迎付きワクチン接種申込 

 
 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６月７日

新型コロナワクチン接種 ６５歳以上
対象

三重中央医療センターほか２施設の詳細
独居・老老世帯高齢者の送迎付きワクチン接種申込



追加接種会場の詳細

 ①…１回目接種日、②…２回目接種日。１・２回目セットで予約されるため必ず２回とも接種できる日程を予約してください。
 他社製ワクチンの併用はできません。１・２回目とも同種のワクチンを接種する必要があります。モデルナ社製ワクチンを使用する県による集団接種

を選択した場合、２回目接種をキャンセルすると、現時点で他に同ワクチンを接種する方法がないためご注意ください。
 個別接種と併せて予約した場合は、すみやかに集団接種のキャンセルを行ってください。
 すでに別会場を予約済の人は１度キャンセル処理を行わないと、上記の会場を予約できません。キャンセルする場合は、予約サイトから行うかコール

センターにお問い合わせください。

三重県による
集団接種

（三重大学接種会場（三翠ホール））

三重中央医療
センター集団接種

（体育館）

県立一志病院
巡回型集団接種

美杉総合支所
巡回型集団接種

所在地 栗真町屋町１５７７ 久居明神町２１５８-５ 白山町南家城６１６ 美杉町八知５５８０-２

開設日

①６月１９日
①６月２０日
①６月２６日
①６月２７日
①７月３日

②７月１７日
②７月１８日
②７月２４日
②７月２５日
②７月３１日

①６月２１日
①６月２３日
①６月２８日
①６月３０日
①７月５日
①７月７日

②７月１２日
②７月１４日
②７月１９日
②７月２１日
②７月２６日
②７月２８日

①６月２５日
①７月２日
①７月９日

②７月１６日
②７月２３日
②７月３０日

①７月４日
①７月１０日

②７月２５日
②７月３１日

時間 土曜日・日曜日
９：３０-１２：３０、１３：３０-１７：３０

月曜日・水曜日
１４：００-１７：００

金曜日
１３：３０-１６：００

土曜日・日曜日
９：３０-１２：３０、１４：００-１７：００

接種
人数 ５,０００人程度 １,８００人程度 １８０人程度 ３００人程度
予約
受付 ６月７日～受付中 ６月１４日（月曜日）８時３０分から受付開始

予約
方法

・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） または
・津市新型コロナワクチン接種予約サイト から予約

武田／
モデルナ
社製
ワクチン



集団接種回数 個別接種回数
※ワクチン送付数による推計

老健施設の接種回数

５月１３日
１５日
１６日

２,４６０回 －

５月２０日
２２日
２３日

２,４６０回 －

５月２７日
２９日
３０日

２,４７０回 ８,５００回分
（２７日までの送付分）

６月３日
５日
６日

２,５４４回 ８,７００回分
（３日までの送付分）

６５歳以上高齢者へのおおよその１回目接種率

１回目推定
接種率 約２５％

１回目送付分

１,０２０回

２回目送付分

９９０回

※６月接種分より２回目が混在するため、
５月末日送付分までで算出。

６月６日までの接種回数



独居・老老世帯高齢者の送迎付きワクチン接種の申込

津市に住所のある65歳以上で接種場所への移
動が困難な皆さん（要介護状態等）を対象に、無
料で送迎によるワクチン接種を行います。送迎に
よる接種を希望される方は、申込用紙に以下の必
要事項を記入し、三重県老健協会までＦＡＸを送
信してください。申込用紙は各総合支所、出張所、
保健センターの窓口にてお渡しするほか、津市
ホームページからダウンロードできます。

接種希望受付 ＦＡＸ：０５９－２４５－８７７８

受付期間 令和３年６月８日（火）～６月３０日（水）

定 員 先着３００名

記入事項
氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号（携帯電
話・固定電話）、緊急連絡先、メールアドレス

送迎付きワクチン接種申込書

問い合わせ ＴＥＬ：０５９－２４５－６６７７（三重県老人保健施設協会）

※条件によって受付できない場合もあります。



送迎付きワクチン接種の協力施設

施設名 所在地

介護老人保健施設 いこいの森 河芸町東千里3-1

介護老人保健施設 トマト 殿村860-2

津老人保健施設 アルカディア 乙部11-5

芹の里介護老人保健施設 久居井戸山町759-7

介護老人保健施設 万葉の里 一志町高野236-5

いこいの森

対象：津市に住所のある６５歳以上で、
施設からおおむね半径１０ｋｍ圏内に居
住している人

トマト アルカディア

芹の里

万葉の里
一志地域

松阪市



相談窓口など

予約先

【集団・巡回・大規模接種会場】
◆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・県の
問い合わせ先

◆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

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６月７日(月)１１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 

 

新型コロナワクチン一般接種に向けた  
推進体制を強化します 

 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



新型コロナワクチン
一般接種に向けた推進体制を

強化します

令和３年６月７日



ワクチン接種業務推進体制の整備状況

令和3年1月8日
健康福祉部健康づくり課に3名増員

2月8日
8名を増員し新型コロナウイルスワクチン
接種推進室を創設

4月26日
高齢者を対象とした優先接種をはじめワクチン接種
体制の確保などを図るため4名増員（業務応援）
※うち2名は財政課職員、同課執務室で補助金申請などに従事

11名

6月7日
高齢者のワクチン接種と並行して、今後予定される一般向けのワクチン接種
を円滑に実施していくため、新たに部次長級職員1名、課長級職員1名を
含む9名を増員し（4月26日付け業務応援職員2名を含む。）、ワクチン接種
業務推進体制を強化

２０名



ワクチン接種業務推進新体制
これまで

【部長級】
健康医療担当理事

新型コロナウイルス
ワクチン接種推進室

【部次長級】
新型コロナウイルス
ワクチン接種推進
担当参事（兼）室長

【担当職員】
10名

【課長級】
ワクチン接種推進
担当副参事

【担当職員】
10名 一般向け接種を

見据え、ワクチン
接種体制を強化

【部長級】
健康医療担当理事

【部次長級】
新型コロナウイルス
ワクチン接種推進
担当参事（兼）室長

【部次長級】
新型コロナウイルス
ワクチン接種推進
担当参事

7名

新体制

新型コロナウイルス
ワクチン接種推進室 20名 体制

11名 体制

高齢者等への優先接種、三重県や医療
機関等との調整、接種会場の確保、市民
への情報提供 などに従事

【業務応援】
4名

【業務応援】
2名

※赤枠が増員職員、
青枠が既配置職員



 

定例記者会見 令和３年６月７日（月）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

スポーツ文化振興部 

スポーツ振興課 

（電話 ０５９－２２９－３２５４） 

スポーツ振興課長 

伊藤 英明 

 

津球場公園内野球場 

リニューアルイベントを開催！ 

 
 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６月７日

津球場公園内野球場
リニューアルイベントを開催！

に向けた改修工事



津球場公園内野球場の整備経過

津球場公園内野球場概要
■ 所在地 津市本町３１－１ ■ 収容人数 8,420人 ■ 駐車場 194台（整備前）
■ グラウンド面積 11,854㎡（両翼91m、中央119m） ■ 年間利用者数 30,435人（令和元年度）

昭和３４年完成後、約６０年間、本市のスポーツ活動の拠点施設としての役割を果たしてきた

三重とこわか国体開催を控え、安全、安心かつ快適な競技運営環境を
提供できるよう改修工事を実施（中央競技団体指摘事項にも対応）

旧津市体育館跡地を含め、津球場公園をリニューアルし、
円滑な大会運営が可能となる駐車場整備を実施

！ 完成後約60年が経過し、これまでも改修を行い運営してきたが、老朽化が進行
◆ これまでの主な改修実績 ・平成２１年度 スコアボード整備工事 １億2,900万円

・平成２１年度 防球ネット整備工事 5,200万円 など
駐車場不足が課題であり、大会運営に支障が生じている！

全国高等学校野球選手権大会（令和３年８月）準々決勝に進出した８チームや開催県の代表チームなど
津市では２日間で４試合を開催！ ■ 開催日程 令和３年１０月１日（金）～１０月２日（土）

県準備委員会第5回常任委員会にて高等
学校野球（硬式）会場候補地として選定

平成２７年３月

概要

平成30年12月
津球場公園内野球場で高等学校野球（硬式）
が開催されることが決定



津球場公園内野球場及び駐車場の整備費

年 度
津球場公園内野球場

津球場公園内野球場
駐 車 場 合計

費用
※特定
財源

整 備 内 容 整備費用 整 備 内 容 整備費用

平成３０年度
長寿命化計画
策定

5,141※
実施設計 21,941

27,082
国費 2,500

起債 －

58,504
国費 6,200

令和元年度 実施設計 15,180※
起債 5,500基盤整備工事 43,324

令和２年度
球場改修工事
(工期：～R3.6.18)

297,438
※

駐車場整備工事 261,062 558,500

国費 103,175

令和３年度 起債 92,600

合 計 － 317,759 － 326,327 644,086 209,975

（単位：千円）



令和３年７月１日から津波避難ビルに指定（748人の避難が可能）

津球場公園内野球場の整備概要
メインスタンド棟、内外野スタンド棟において、老朽化した設備等を改修

正面壁面・照明塔塗装 観客席ベンチ改修 諸室照明ＬＥＤ化

トイレ洋式化 ダグアウト改修 空調改修

内野スタンド席改修 フェンス改修 スタンド入口改修

写 真 写 真



津球場公園内野球場駐車場の整備概要

旧津市体育館跡地を含め、津球場公園内野球場駐車場（有料）として整備

津球場公園内
野球場駐車場

大会等関係者
駐車場

有料駐車場４８５台

屋外トイレ

駐車場進入路

【大会等関係者駐車場】※既存駐車場
大会・イベント等開催時の関係者駐車場として、リ

ニューアルオープン後も無料で利用可能！

使用区分 使用料

午前7時
～

午後10
時

30分まで 100円

30分を超え
15時間まで

30分ごとに50円
を加算した額
※上限：1,000円

既存194台を

５４７台へ拡充！

駐車台数
約３倍！

大会等関係者
駐車場

高校野球三重大会やスポーツ振興団体等が
主催する大規模大会については、観覧者含め、

専用駐車場として無料で利用可能！

有料４８５台

無料６２台



津球場公園内野球場リニューアルイベント開催➀

令和３年７月 津球場公園内野球場スケジュール

１日（木） ２日（金） ３日（土） ４日（日）～９日（木） １０日（土）～

高校野球夏季大会
開幕準備期間

高校野球夏季大会
開始予定施設一般開放

披露式典
野球教室

施設一般開放

披 露 式 典
（9:00～9:30）

７月１日、２日を一般公開として、無料でご利用いただきます。
改修後の球場をぜひご利用ください。

地元自治会関係者、競技団体関係者、市議会関係者を
お招きし、リニューアル披露式典を実施します。

野 球 教 室
（10:00～12：00）

元プロ野球選手として活躍された方を講師にお招きし、
市内中学生を対象とした野球教室を開催します。

令和３年７月１日津球場公園内野球場リニューアルオープン！



津球場公園内野球場リニューアルイベント開催②

内 容

利用可能枠

注意事項等

申込方法

改修後の球場を多くの市民の方にＰＲするため、施設の無料開放を実施
■対象：市内に所在する団体（自治会、学校、野球チームなど）
■利用内容例 ： 野球の練習及び試合、ティーボール など

【市民限定】施設一般開放（利用料無料）
イベント
第１弾

➀７月１日（木） 9：00～11：30 ➃７月２日（金） 9：00～11：30
➁７月１日（木）13：00～15：30 ➄７月２日（金）13：00～15：30
➂７月１日（木）18：00～20：30

・利用内容は、スポーツ活動に限ることとし、利用後の現況復旧が条件となります。
・ご利用希望枠が重複した場合、抽選となります。

■申込期間：６月８日（火）～６月１８日（金）
■所定の「利用申込書」に必要事項を記入の上、持参、郵送、ＦＡＸまたはメールで
下記までお申込みください。

申込先
津市体育施設運営管理共同事業体（指定管理者）
住所 末広町２４－３２（海浜公園内運動施設管理事務所）
ＴＥＬ ０５９－２２５－３１７１ ／ ＦＡＸ ０５９－２２９－０１８９
Ｍａｉｌ taikukan＠tsushiundoshisetsu.jp

mailto:taikukan＠tsushiundoshisetsu.jp


津球場公園内野球場リニューアルイベント開催➂

内 容

講 師

申込方法

元プロ野球選手３名を講師にお迎えし、野球教室を開催
■日時：７月３日（土）１０：００～１２：００ ■対象：市内中学生１００人程度

市内の中学校野球部顧問に案内を送付します。
参加を希望される方は各中学校野球部顧問を通して下記までお申込みください。

森野将彦氏( ) 吉見一起氏( ) 湊川誠隆氏(   )

神奈川県横浜市出身・内、外野手
1996年ドラフト2位で中日ドラゴンズへ
入団。
19年間の現役時代は、主力選手とし

て活躍。ベストナイン、ゴールデングラ
ブ賞などを受賞。

京都府福知山市出身・投手
2005年希望入団枠で中日ドラゴンズ
へ入団。
15年間の現役時代の多くをチームの

主力投手として活躍。最多勝利、最優
秀防御率などを受賞。

愛知県名古屋市出身・内野手
2002年ドラフト8位で中日ドラゴンズへ
入団。
2016年からは、中日ドラゴンズジュニ

ア監督に就任し、子ども達への高い指
導力を発揮し、活躍中。

もりの まさひこ よしみ かずき みなとがわ まさたか

イベント
第２弾 元プロ野球選手講師による中学生野球教室

三幸株式会社（イベント委託業者）
住所 末広町２４－３２（海浜公園内運動施設管理事務所）
ＴＥＬ ０５９－２２５－３１７１ ／ ＦＡＸ ０５９－２２９－０１８９

申込先



津球場公園内野球場リニューアルイベント開催④

内 容

注意事項

申込方法

披露式典及び野球教室については、一般観覧が可能です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事前予約が必要です。
■ 定員 ５００名

専用の予約サイトに必要事項を入力の上、事前予約をお願いします。
■ 申込期間：６月８日（火）～６月３０日（水）

披露式典、野球教室の一般観覧

三幸株式会社（イベント委託業者）
住所 末広町２４－３２（海浜公園内運動施設管理事務所）
ＴＥＬ ０５９－２２５－３１７１ ／ ＦＡＸ ０５９－２２９－０１８９

問い合わせ先

事前
予約制

■ ご入場に際しては、「検温」 「手指消毒」 「密を避ける」 「マスクの着用」など
感染症対策を実施していただきます。

■ 雨天の場合、一般観覧は中止し、野球教室は屋内で実施します。
■ 新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントを中止する場合があります。

津市運動施設

ＨＰ内のリンク先からお申込みいただけます。



津球場公園内野球場の利用及び内覧会

令和３年８月分からの予約受付中

使用区分 利用料金 （単位：円）

入場料等を徴収しない場合 １時間当たり 2,090

入場料等を徴収
する場合

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂの
ため使用する場合

１時間当たり 4,190

その他の場合 １時間当たり 12,570

夜間照明
（追加料金）

半灯 ３０分当たり 2,090

全灯 ３０分当たり 3,140

令和３年７月は、既に大会等により一般利用ができません。
令和３年８月以降の予約が始まっています。
（使用日の６月前の初日から予約可能）

詳細は下記窓口まで

■ 問い合わせ先
津市体育施設運営管理共同事業体（指定管理者）
住所 末広町２４－３２ （海浜公園内運動施設管理事務所）

ＴＥＬ ０５９－２２５－３１７１

津球場公園内野球場内覧会の実施

報道機関向け内覧会を下記日程で実施します。

◆ 津球場公園内野球場報道機関向け内覧会
令和３年６月３０日（水）１４：００～

■津球場公園内野球場利用料金

■ 問い合わせ先
スポーツ文化振興部スポーツ振興課
ＴＥＬ ０５９－２２９－３２５４
ＦＡＸ ０５９－２２９－３２４７

取材にお越しになる場合は、下記までご連絡ください。



 

定例記者会見 令和３年６月７日（月）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

美杉総合支所 

（電話０５９－２７２－８０８０） 

美杉総合支所長 

野村 尚生 

白山総合支所 

（電話０５９－２６２－７０１１） 
白山総合支所長 
野田 剛史 

 
令和３年６月１５日（火）から 

美杉地域のレンタルサイクル事業を白山地域まで拡大 

～家城地区の活性化、観光促進に向けて～ 

 
 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６月７日

休耕田を利用した二俣地区の蓮

美杉地域のレンタサイクル事業を白山地域まで拡大

～家城地区の活性化、観光促進に向けて～

電動アシスト付き自転車

令和３年６月１５日（火）から



事業費0.6億円

事業費6.5億円

年間貸出件数

平成２７年１０月２０日から貸し出し開始
・レンタサイクル【電動アシスト付自転車】 ３０台 （内訳 ２０インチ１５台、２６インチ１５台）
・利用料 無料
・利用対象 小学４年生以上 ※小学生への貸し出しは保護者同伴
・貸出場所 美杉レンタルサイクルポート ３か所で利用申し込み
① 美杉庁舎（八知）
② 観光案内交流施設ひだまり（伊勢奥津駅前）
③ 道の駅美杉（上多気）

平成３０年度

令和元年度

１，０１０件

８７０件

返却は、どのレンタサイクルポート
（①～③）でも可能

令和２年度

令和３年度

６７４件

１９１件 令和３年５月３１日現在

令和３年度予算

交通手段確保による美杉地域の活性化観光の振興
名松線利活用促進を図る

目 的

需用費：260千円 役務費：47千円 委託料：960千円

美杉レンタサイクル事業の概要



レンタサイクル事業の白山地域（家城地区）まで拡大の経緯

地元で「何かできないものか」との声が上がり、
美杉地区との連携により、家城地区でも名松線を活性化できる事業を検討

家城駅 平均利用者数 １日 約230人
白山高校の通学生が多くを占める。
休校日である土曜日、日曜日、祝日は大幅に利用者が減少

美杉のレンタサイクル事業の利用範囲を、家城地区まで拡大
家城地区の魅力を広め、賑わいの創出と名松線利用促進につなげる。

家城自治協議会内にある活性化委員会が、津市に「レンタサイ
クル事業の家城地区までの拡大」を要望

美杉総合支所、白山総合支所で実現に向けて協議し、
「美杉⇔家城」に拡大する方向で協力

津市美杉レンタサイクル事業実施要綱 改正予定

JR名松線
利用の現状

令和３年１月

令和３年
２月～４月

令和３年６月



家城（白山）でのレンタサイクルの貸し出し

新たに家城地区にレンタルサイクルポートを設置

家城石油レンタサイクルポートから美杉地区の各レンタサイクルポートで返却可能

ＪＲ名松線の利用により周遊範囲の拡大
家城地区、美杉地区を自転車で周遊できることで新たな魅力が発見できる。

家城地区のレンタサイクルポートで年間利用者１００人の利用を目指す目標

白山地域・美杉地域の枠を超えた活性化・健康増進・観光促進

・設置場所 家城石油株式会社（ガソリンスタンド）
【ＪＲ名松線家城駅より 徒歩５分】

・貸出台数 ５台（２０インチ）

http://cycle.panasonic.jp/products/bikeimage800/BE-ELD63R.jpg
http://cycle.panasonic.jp/products/bikeimage800/BE-ELD63R.jpg


（家城地区）レンタサイクルの概要

レンタサイクルの維持管理・経費や運用については家城自治協議会で担っていただく。
津市からの補助金等の財政的支援はなし。

貸出開始日 令和３年６月１５日（火）から

利用時間 ９時から１７時まで

利用対象

利用料金

貸出日 通年（12/29～翌年1/3を除く）

小学４年生以上 ※小学生への貸し出しは保護者同伴

無料

利用方法 レンタサイクルポートで利用申し込み



家城地区の観光スポット

災害時に
利用できる

施設

写真

リバーパーク真見

家城石油から1.5Ｋｍ
所要時間目安１５分

写真

二俣の蓮

家城石油から２．５Ｋｍ
所要時間３０分目安

地図

写真

家城神社・こぶ湯

家城石油から0.5Ｋｍ
所要時間目安５分

写真

家城ライン

家城石油から1.5Ｋｍ
所要時間１５分目安



これから見ごろ 二俣の蓮

二俣区のみなさんが、休耕田を利用して蓮を栽培しています。

規 模 ８０アール（棚田７枚）
開花時期 ６月中旬から８月下旬ごろまで（７月が見ごろです）
※蓮の花は午前中に多く咲きます。

観覧無料



津市美杉総合支所地域振興課
〒515-3421 津市美杉町八知5580-2

電話番号 059-272-8080
ファクス 059-272-1119
E-Mail 272-8080@city.tsu.lg.jp

津市白山総合支所地域振興課
〒515-2693 津市白山町川口892

電話番号 059-262-7011
ファクス 059-262-5010
E-Mail 262-7011@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先
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