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５４～５０歳・４９～４５歳の予約開始日を決定 

 
 

 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７月２１日

新型コロナワクチン接種

５４～５０歳・４９～４５歳の予約開始日を決定



５４歳以下の皆さんのワクチン接種について

年齢別人口と予約開始日

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（水）８時３０分～

４９～４５歳 ２０,２３３人 ８月２日（月）８時３０分～

４４～４０歳 １６,７６３人

ワクチンの入荷状況を踏まえ、年齢別
の予約開始日を８月３日にお知らせし
ます。

３９～３０歳 ２８,８９８人

２９～２０歳 ２７,０２３人

１９～１６歳 １０,１９９人

１５～１２歳 １０,０１２人

合計 １６６,８８１人 （令和３年４月３０日時点の人口）

※ワクチンの入荷状況に応じて、変更になることがあります。

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。なお、１５～１２歳の接種券は本日７月２１日に発送しました。
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接種日ごとのワクチン接種者数の推移（７月２０日時点ＶＲＳより）

 全体の接種率は接種券を送付した人口（１２～１５歳人口を除く） ２４１,８３２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９万２,７５２回 集団接種２万８,２０１回 三重大学接種会場３,４２４回

市外接種１,７４５回 職域接種１,３２５回 東京・大阪大規模接種会場２４回

１回目接種
２回目接種

１回目接種回数

７万８,４７１回
１回目接種率

３２.４％
２回目接種回数

４万９,０００回
２回目接種率

２０.２％

１回目接種回数

６万４,４５６回
１回目接種率

７５.９％
２回目接種回数

４万４,１６６回
２回目接種率

５２.０％

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



接種協力医療機関および集団接種における予約状況

ワクチン接種の意向のある
１３７機関のうち
現在予約受付中の
医療機関数

８７
うち予約受付中 ３７

うち予約受付中 ５０

かかりつけ患者のみ接種 ７５

かかりつけ患者以外もＯＫ ６２

合計 １３７

接種協力医療機関（７月２０日時点）

受付開始が８月以降の
医療機関数

５０

接種協力医療
機関一覧

個別接種 約１万２,０００回／週 実施中

集団接種 ２,８３２回／週 実施中



８月に予約可能な接種協力医療機関（７月１９日時点）

医療機関名

1 熱田小児科クリニック

2 安濃中央クリニック

3 いとう内科胃腸科

4 小西ヒフ科医院

5 さいとう内科

6 坂倉内科医院

7 さの整形外科クリニック

8 白塚いけだクリニック

9 新町整形外科診療所

10 世古口消化器内科なぎさまち診療所

11 高茶屋診療所

12 たじま泌尿器科皮フ科

13 つおき高橋クリニック

14 永井病院

15 ますだこどもクリニック

16 緑の街医院

17 渡部クリニック

18 飛鳥メディカルクリニック

19 あめさら耳鼻咽喉科

20 いこいの森

21 稻上耳鼻咽喉科・気管食道科

22 岩崎病院

23 おくだ内科クリニック

24 カサデマドレクリニック

25 かわいクリニック

26 草川医院

27 坂口医院

28 しのぎ耳鼻咽喉科クリニック

29 高野尾クリニック

30 たかはし耳鼻咽喉科

31 千里クリニック

32 にし整形外科

33 前川内科

34 三重耳鼻咽喉科

35 やまもと総合診療クリニック

36 ゆたクリニック

37 大北内科

38 きのここどもクリニック

39 津田クリニック

40 中浜胃腸科・外科

41 たけうち内科クリニック

42 田中内科

43 津みなみクリニック

44 まつしまクリニック

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



子どもと接する従事者への優先接種 ５つの特設会場決定

教育関係の従事者 （２,２６６人）
子ども・子育て支援従事者 （７２０人）
＋教育委員会の職員、子ども・子育て担当職員等

子どもと接する従事者
（以下に従事する人が対象）

教
育

小学校・中学校・義務教育学
校・幼稚園・附属特別支援学
校・適応指導教室・初期日本語
教室・地域学習会・放課後児童
クラブ・放課後子ども教室

子
ど
も
・子
育
て
支
援

保育所・認定こども園・地域型
保育事業・子育て支援センター・
子育て広場・病児保育・乳児院・
児童養護施設・児童自立支援・
母子生活支援施設・児童家庭
支援センター・児童館・児童発達
支援センター・放課後等デイサー
ビス・げいのうわんぱーく・たるみ
子育て交流館・ファミリーサポー
トセンター・養育支援訪問事業・
小規模住居型児童養護事業・ひ
とり親家庭学習支援事業

1. ①７月１７日（土） ②８月７日（土） ７５０人
2. ①７月２９日（木） ②８月１９日（木） ２５２人

永井病院 １,００２人

希望人数 ２,９８６人＋α

三重中央医療センター １,２００人

1. ①８月７日（土） ②８月２８日（土） ６００人
2. ①８月８日（日） ②８月２９日（日） ６００人

※①…１回目接種日 ②…２回目接種日

介護老人保健施設「ロマン」 ２４０人

介護老人保健施設「いこいの森」 ２４０人

フェニックス健診クリニック ８０４人

子どもと接する従事者向けに別枠の特設会場で接種を行っていま
す。一般の方への接種機会に影響はありません。

1. ①８月１日（日） ②８月２２日（日） ４０２人
2. ①８月７日（土） ②８月２８日（土） １６２人
3. ①８月８日（日） ②８月２９日（日） ２４０人

①８月１日（日） ②８月２２日（日） ２４０人

①７月２１日（水）から９日間で２４０人
②８月１３日（金）から９日間で２４０人



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
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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 
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スポーツ振興課長 

伊藤 英明 

 

東京２０２０オリンピック競技大会 

カナダレスリングチーム事前キャンプ 

～バブル方式による受入れ～  

  

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



カナダレスリングチーム事前キャンプ
～バブル方式による受入れ～

令和３年７月２１日

東京２０２０オリンピック競技大会

日程：７月２０日（火） 来津
・ 男子
７月２１日（水）～８月１日（日）

・ 女子
７月２１日（水）～７月２８日（水）

参加人数
男子選手：２名、女子選手：２名
スタッフ等：１４名



安全対策

市民と接触しない動線を確保するなど、「バブル方式」により対応

・ 宿泊施設と練習会場の往復のみ
・ 練習会場だけでなく、宿泊施設においても一般利用者と動線を分離
・ 毎日ＰＣＲ検査を実施

② 選手等関係者

・ 毎日ＰＣＲ検査を実施
・ 腕章を着用
（市民等から２ｍのソーシャルディスタンスを徹底）

① アテンド職員（津市 １名、 三重県 １名）

「バブル」に入った後は、職場への出勤、帰宅は行わない
また、バブル外の市民、メディア対応は行えない



練習会場

一般利用の停止、教室の延期等の協力により、事前キャンプ期間中、三重武
道館を貸切。

・ 一般利用客と接触しない動線を確保

・ サウナ、トレーニング機器を設置

新型コロナウイルス感染症対策

（津市産業・スポーツセンター 三重武道館）

三重武道館付近の入口から直接入場

選手、関係者専用入口 一般利用者の進入防止



交流事業

市内３校の児童、生徒がビデオメッセージでカナダ
レスリングチームを応援します。

・ 神戸小学校、櫛形小学校、西郊中学校
（令和元年度のキャンプの際にカナダレスリングチームと交流）

① 地元小中学生によるビデオメッセージ

※ ビデオメッセージの一部
（西郊中学校）

市長、知事がビデオメッセージでカナダレスリングチームを応援します。

② 市長、知事によるビデオメッセージ

「バブル」方式のため、接触しない方法による交流を実施

７月２３日（金）にカナダレスリングチームに届けます。



 

定例記者会見 令和３年７月２１日（水）１１時～ 

場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

国体・障害者スポーツ大会推進局 

総務企画課 

（電話 ０５９－２２９－３３７３） 

国体・障害者スポーツ大会推進局

総務企画課長 

今井 博之 

 

２０２１三重とこわか国体・三重とこわか大会 

安全・安心な国体の実現へ！ 

一部無観客で開催 競技観覧申込時期・方法を決定 

 
 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７月２１日

国体６６日前

大会９４日前

・

競技観覧申込時期・方法を決定一部無観客で開催

安全・安心な国体の実現へ！

バレーボール ビーチバレーボール バスケットボール レスリング セーリング 柔道

ライフル射撃（CP） ライフル射撃（CP以外） なぎなた ボウリング 高等学校野球（硬式）



コロナ禍の東京オリ・パラ、国体を取り巻く状況

令 和 ２ 年 ３ 月 東京２０２０オリンピック・パラリンピックの延期（３月２４日）、２０２１年夏の開催（３月３０日）が発表される

令和３ 年３ 月２ ０ 日 東京オリンピックの海外観客の受入断念が決定される

令和３年７月８日～
10日

政府、東京都、大会組織委員会、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会は東京会場の
無観客を決定し、その後の関係自治体との協議により、神奈川、千葉、埼玉（7月8日）、北海道（7月
9日）、福島（7月10日）の会場についても無観客とした。

令和２年３月～７月
津市開催の三重とこわか国体なぎなた競技リハーサル大会の中止決定（3月25日）、セーリング競技、
ライフル射撃競技（ＣＰ、ＣＰ以外）、ビーチバレーボール競技リハーサル大会の中止決定（6月2日）、ボ
ウリング競技リハーサル大会の中止決定（7月27日）

令 和 ２ 年 ８ 月 ４ 日 津市が三重とこわか国体・大会 「密」回避に向けた会場変更、「新しい国体」に向けた津市の取組みを発表

令和２年１０月１４日
三重県が三重とこわか国体・大会 開・閉会式の会場を「三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢」から「三重県総合
文化センター（大ホール）」に変更を発表

令和２年１１月１９日 三重県が三重とこわか国体の観客を収容定員の５０％以内とすることを発表

令和３年３月２５日
三重県が三重とこわか国体の会期前競技が始まる３週間前の８月１４日時点での感染症の状況（緊
急事態宣言等の発令）によって中止も含め開催可否を検討すると発表

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日 三重県が現時点では開催可能と判断し必要な対策を取ったうえで開催準備を進めると発表

東京オリ・パラ

三重とこわか国体・大会



▶マスク着用、手指消毒の徹底

▶観客等の入場制限

▶身体的距離の確保

▶換気の徹底

安全・安心な環境の提供を最優先課題とする（感染症対策の徹底）

① 基本的な感染防止対策

基本方針

② 対象別対策

「３つの密」の防止

▶参加者の連絡先を把握

▶選手・監督は「参加申込」

▶観客は「事前に観覧申込」

▶視察・報道員は「事前申込」

参加者の把握

▶参加・入場基準の設定

▶体調管理チェックシート等の確認

▶入場時の検温

発熱者等の入場制限

対象 対策

実行委員会 感染防止、参加者の健康把握

競技団体 競技役員・補助員の体調把握

選手団 選手・チームスタッフの体調把握

役員、補助員等 必要人数の削減

観客 氏名・連絡先の提出

③ エリア別対策

エリア 対策

競技エリア 競技団体が定めるガイドラインによる

受付 手指消毒、検温、健康チェック、身体的距離
確保等

手洗い・トイレ 手指消毒、ドアノブ等の消毒

控室・更衣室 密の回避、参加者数の制限、換気等

観客席 収容定員の50％以内、身体的距離確保、選
手団との区分け

津市開催競技における感染防止対策の考え方



三 重 県 三重県実行委員会の感染防止対策ガイドラインにおける「観客」の取扱い

三重とこわか国体の「観客」の取扱い

津市の観客の取扱い

第１版（令和２年11月19日） 「収容定員の５０％以内とする」、「収容定員のない会場は十分な距離を確保する」

第２版（令和３年３月18日） 「観客が密となることが避けられない等の状況では、無観客を妨げない」を追加

第３版（令和３年６月７日） 「動線の分離が困難である等の状況では、無観客を妨げない」を追加

県内開催競技 「無観客」での開催（三重県実行委員会の競技式典専門委員会で承認済）

スポーツクライミング（菰野町） 競技会場に既存の観客席がなく、フロアに仮設観客席を設けると密になる

相撲（伊勢市） ２階スタンドに選手・監督席を設けると十分なスペースの観客席を設けることができない

競技名（種目） 会場 無観客とする理由

ボウリング 津グランドボウル 投球レーン後方の通路を観客席とした場合、次出場選手との動線が分離できない

ライフル射撃
（50ｍ・10ｍ）

三重県営ライフル
射撃場

射座後方の通路を観客席とした場合、次出場選手と動線が分離できない。会場に十
分な駐車場がないため、臨時駐車場からの送迎バスで選手と観客が混乗となる

ライフル射撃
（25ｍ）

三重県警察学校射
撃場

駐車場から受付、会場内までの動線が全て同じで、屋外のモニター観覧席でも動線
が分離できない

セーリング 津ヨットハーバー ウインドサーフィンエリアやモニター観覧席で動線が分離できない

各競技団体と協議した結果、動線分離が困難な競技を「無観客」とする

7月19日開催の三重県実行委員会の競技式典専門委員会で承認・決定済（今後日本スポーツ協会へ報告予定）



①津市開催競技の感染症対策

津市開催競技の観客を入れる取組

有観客とする競技

① 収容定員の５０％以内とする。

② 事前観覧申込を基本とし、来場者の連絡先を全て
把握する。

③ 入口で消毒、検温、体調管理チェックを行い、体調
不良者の入場を制限する。

競技名（種目） 会場 動線分離の考え方

レスリング・柔道・バス
ケットボール・バレー
ボール

サオリーナ（メイン会場）
安濃中央総合公園内体育館・芸濃総合文化
センター内アリーナ・久居体育館（サブ会場） 選手・監督と観客の入口を分け、観客席を２階のみ

とすることにより、動線を分離なぎなた 芸濃総合文化センター内アリーナ

ライフル射撃（BP・BR） 一志体育館

高等学校野球「硬式」 津球場公園内野球場
選手用駐車場から球場入口まで観客と接すること
がないよう別ルートを設定することにより、動線を分
離

ビーチバレーボール 御殿場海岸特設会場
受付手前から動線を分け、会場内も選手エリアと
観客エリアを防球ネットで動線を分離

② 動 線 分 離 （ ゾ ー ニ ン グ ）

① 選手・監督と観客の入口を分ける。

② 観客席を２階のみに限るなど、選手・監督とのゾーニング
を徹底する。

③ 通路にパーテーションを設置し、要所でＩＤチェックを行い、
選手・監督と観客が交わらないようにする。



① 入 場 者 数 の 制 限

観客対応についての三重県の新たな考え（令和3年7月13日発表）

⑴ 三重県に緊急事態宣言の発令又はまん延防止等重点措置が適用

県民に対して外出自粛を要請している場合は、一律無観客での開催を視野に入れ、総合的に判断

国の基準より厳しい収容定員の５０％かつ５，０００人を上限とする。

②全競技一律で観客の対応

⑵ 三重県独自の緊急事態宣言（緊急警戒宣言）等が発令

県民に対して県外への移動を避けるよう強く要請するとともに、県外の方に来県を自粛をお願いし
ている場合は、一律無観客又は県外無観客での開催を視野に入れ、総合的に判断

⑶ 他都道府県に緊急事態宣言の発令又はまん延防止等重点措置が適用

宣言等が発令されている都道府県数や感染状況などを踏まえて、一律無観客又は県外無観客で
の開催を視野に入れ、総合的に判断

観客対応検討時期：7月末、8月14日、9月4日

⑴から⑶に該当しない場合

入場者数を５０％以内かつ５，０００人を上限として、全国から観覧を受入れ



津市開催競技の観覧申込時期・方法を決定

① 観客の入場制限に対応 事前に観覧申込をすることで来場者数を管理でき、競技会場内の密を回避

② 受付周辺の密を回避 来場前に入場チケットを送付することで、会場受付時の来場者の混雑回避

③ 連絡先の把握
万が一、競技会場で感染者等が発生した場合、連絡先を把握することで、適正・

迅速な対応が可能

申込時期

観覧申込の目的

Ｗｅｂ（スマホ・パソコン）で申込
（観覧申込専用サイトを設置し、
津市実行委員会ＨＰにアップ）

申込開始時期は、三重県の観客対応の判断

の確定を受け、組合せ抽選実施後（一部競

技を除く）となる８月２６日（木）以降、各競技

５～８日間受付

（競技により受付開始日が異なる）

申込方法



会場別観覧申込期間

競技会場別の座席数と申込期間

競技名（種目） 会場 座席数/日 組合せ抽選日 競技日程 申込期間

レスリング サオリーナ 1,100 8月31日 9月11日～14日 8月26日～9月2日

柔道 サオリーナ 1,100 8月30日 9月18日～20日 9月2日～9日

高等学校野球（硬式） 津球場公園内野球場 2,800 9月7日 10月1日～2日 9月8日～12日

バスケットボール

サオリーナ（メイン/サブ） 1,100/130 9月7日 9月26日～30日

9月8日～15日

安濃中央総合公園内体育館 130 9月7日 9月26日～27日

久居体育館 180 9月7日 9月26日～27日

ビーチバレーボール 御殿場海岸特設会場 200 9月5日 9月26日～29日

なぎなた 芸濃総合文化センター内アリーナ 220 9月5日 9月26日～28日

バレーボール

サオリーナ（メイン/サブ） 1,100/130 9月5日 10月1日～4日

芸濃総合文化センター内アリーナ 220 9月5日 10月1日～4日

安濃中央総合公園内体育館 130 9月5日 10月1日～4日

ライフル射撃（BR・BP） 一志体育館 80 9月6日 10月1日～3日

※定員の50％以下にした上で、競技運営上必要な関係者及び

各県応援団枠を除いた座席数を受付
全会場観覧無料

津市ＨＰに掲載予定



申込方法

登録された代表者の
メールアドレスへ
ＱＲコードを送信

申込終了

定員を超えた
競技会場は抽選スマホ・パソコンで

国体津市実行委員会ＨＰ
から申込画面へ

8月26日以降に開始

当選者のみ

定員に満たない競技会場

※落選者にもメールが届きます。

申込の概要 入力フォーム

申込の流れ

主な入力内容

①8月16日号広報同時配布に詳し
く掲載（申込ＱＲコードも掲載）

②1グループ4人分まで申込が可能
③複数競技の観覧を希望する場合

は競技ごとに申込が必要
④抽選まではキャンセル入力が可能

①競技名
②観覧希望日
③氏名
④性別
⑤生年月日
⑥郵便番号
⑦住所
⑧電話番号
⑨メールアドレス
⑩同伴者情報



・ 観覧申込の状況により、空きがあれば当日受付枠を設けます。（津市ＨＰをご確認ください）

・ 高等学校野球（硬式）は事前の観覧申込のみで、当日申込はありません。

・ 当日は来場者数によって、入場規制を行います。

※当日受付の方は来場時に、申請書及び体調管理チェックシートの記入が必要です。

観覧当日の流れ・観覧申込できなかった方への対応

観覧申込できなかった方

受付する前に検温・体調確認

※ 来場前１４日以内に発熱、体調不良等があった場合はご来場できません。

観覧申込して、ＱＲコードが届いた方

送付されたＱＲコードを受付で提示し会場にスムーズに入場

入場時にお見せください。

受 付

新型コロナウイルス感染症の状況により、三重県が決定する方針に基づき、県外の方
又は全観客の観覧の受付を中止する場合があります。
（受付済みの方にはメールで連絡します）



観客の入場制限への対応策

映像配信（国体チャンネル）

観客の入場制限（収容定員の５０％以内）を行うことで、観覧できない方が多数みえることから、三重県が準備を

進める「国体チャンネル」と連携し、津市では市内で開催する全競技で、決勝戦と三重県代表チームが出場する試合

をインターネットで配信することとし、多くの方が観覧可能となる環境を整備する。

・日本スポーツ協会と開催県（三重県）が共同で、インターネットのサイトで映像を配信するシステム

・三重県において、各競技の決勝戦をライブ配信（三重県では正式競技３７競技、３８９決勝を予定）

【三重県が進める国体チャンネル】

・津市実行委員会ホームページ内特設ページからリンク または 検索サイトで「国体チャンネル」を検索しアクセス

・「国体チャンネル」特設サイトから、ご覧になりたい競技を選択

【視聴方法】

・津市において、津市開催競技に出場する三重県代表チームの全試合を配信

【津市独自の取組】



三重とこわか国体 津市開催競技（正式競技・特別競技）
本会期実施競技

みんなで応援しよう

競技名 会場 会期

バレーボール
6人制

産業・スポーツセンター サオリーナ

10月1日（金）～10月4日（月）安濃中央総合公園内体育館

芸濃総合文化センター内アリーナ

ビーチバレーボール 御殿場海岸特設会場 9月26日（日）～9月29日（水）

バスケットボール

産業・スポーツセンター サオリーナ 9月26日（日）～9月30日（木）

安濃中央総合公園内体育館
9月26日（日）～9月27日（月）

久居体育館

セーリング 津ヨットハーバー 9月26日（日）～9月29日（水）

ライフル射撃

50ｍ・10ｍ
BR･BP

県営ライフル射撃場 10月1日（金）～10月4日（月）

一志体育館 10月1日（金）～10月３日（日）

25ｍ 県警察学校射撃場 10月1日（金）～10月３日（日）

なぎなた 芸濃総合文化センター内アリーナ 9月26日（日）～9月28日（火）

ボウリング 津グランドボウル 10月1日（金）～10月4日（月）

高等学校野球 硬式 津球場公園内野球場 10月1日（金）～10月2日（土）

会期前実施競技

競技名 会場 会期

レスリング
産業・スポーツセンター

サオリーナ
9月11日（土）～9月14日（火）

柔道
産業・スポーツセンター

サオリーナ
9月18日（土）～9月20日（月）



お問い合わせ先（津市実行委員会）

三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会（国体・障害者スポーツ大会推進局内）
〒514-0056  津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ ２階

T E L 059–229–3373 ／ F A X 059–229–3260 E-Mail 229–3373@city.tsu.lg.jp

市内で開催される競

技会の紹介や会場ま

でのアクセス、イベン

ト情報など

を掲載して

います

国体を身近に感じていただ

ける投稿を連日更新し、リ

アルタイムな情報をお届け

しています

国体の情報だけでな

く観光や物産の紹介

など楽しんでいただけ

る動画を

投稿して

います

Ｈ Ｐ Ｓ Ｎ Ｓ ＹｏｕＴｕｂｅ ｃｈ



 

定例記者会見 令和３年７月２１日(水)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 

 

令和３年度津市職員採用試験  
新規採用試験（９月試験・障がい者対象）を実施  

職務経験者採用試験に障がい者対象枠を創設 

 
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



新規採用試験（９月試験・障がい者対象）を実施

職務経験者採用試験に障がい者対象枠を創設

令和３年７月２１日

令和３年度 津市職員採用試験



令和３年度津市職員採用試験のスケジュール

試験種別・試験日程・募集職種等
試験種別 第１次試験日 募集職種

新規採用試験
（６月試験）

６月２７日

新規採用試験
（９月試験）

９月１９日
三重短期大学

アスト津（消防職）

新規採用試験
（障がい者対象）

１０月３１日

アスト津
事務職

職務経験者採用試験
９月２２日締切

エントリーシートによる
書類選考

事務職 言語聴覚士

職務経験者採用試験
（障がい者対象）

９月２２日締切
エントリーシートによる

書類選考
事務職

事務職 技術職（土木・機械・建築）
技能員（清掃員等・調理員）

消防職

事務職 技術職（土木） 保健師
保育士 幼稚園教諭

NEW



募集職種 採用予定人数

事務職 ２人程度

事務職（障がい者対象） ２人程度

技術職（土木） ２人程度

技術職（機械） １人程度

募集職種・採用予定人数（※）

採用予定人数 計２２人程度
※上記人数のほか、６月試験において事務職１５人程度、技術職（土木）２人程度、保育士１４人程度、保健師２人
程度、幼稚園教諭４人程度の計３７人程度を採用予定（第１次試験 ６月２７日実施済）。

募集職種 採用予定人数

技術職（建築） １人程度

技能員（清掃員等） ６人程度

技能員（調理員） ３人程度

消防職 ５人程度

令和３年度 新規採用試験（９月試験等）の概要①



口述試験（個人面接）、
実地試験、実技試験、
課題解決力試験等

口述試験（個人面接）、
集団討議

教養試験、専門試験、
事務適性検査等

９月１９日

１０月中旬～１０月下旬

１１月中旬～１１月下旬

※試験内容は職種により異なります

令和３年度 新規採用試験（９月試験等）の概要②

試験方法・日程

第１次試験

第２次試験

第３次試験

日事務職等

最終合格発表 １２月上旬 （事務職（障がい者対象）は令和４年１月中旬）

事務職（障がい者対象） １０月３１日日

事務職（障がい者対象）

事務職等

事務職（障がい者対象）

１２月１０日

１月 ７日

金

金

事務職等



津市におけるメリット

市民サービスの
さらなる向上

幅広い年齢層の人が受験できる
ステップアップ・再チャレンジする機会を創出

津市へのＵ・Ｉ・Ｊターン就職
や転職を望む声

①即戦力として活躍が期待できる
②複雑・多様化する行政ニーズへの対応
③組織力の強化・組織風土の活性化

新規職員採用試験には
年齢制限（３５歳以下）が存在

平成２７年度から職務経験者を採用 （計５２人）

職務経験者採用試験の実施

※職種内訳 事務職３６人、技術職（土木）８人、技術職（建築）３人、看護師４人、言語聴覚士１人



障がい者にあっても広い年齢層の方が多様な働き方を選択できる機会を創出

津市の
メリット

・障がいを持ちながら、即戦力としての活躍が期待される人材確保
・津市障がい者雇用率の法定雇用率達成に向けた取り組みの強化

新規採用職員

•フルタイム

•３５歳までの方

職務経験者採用職員

•フルタイム

•３６歳～５９歳の方

会計年度任用職員

•短時間勤務

•年齢不問

昨年度
まで

職務経験者採用試験において「障がい者対象」枠の創設

職務経験者採用（障がい者対象）試験の実施

職務経験者採用試験（36歳～59歳）では、
障がい者も受験可能であったものの、障がい
をお持ちの方が受験しづらかった

新規採用者採用試験（障がい者対象）では、
年齢制限が存在し、35歳までしか受験でき
なかった



募集
職種

採用予定
人数

受験資格

資格 職務経験 年齢

事務職 １人程度

- ３年以上 ３６歳から
５９歳まで

（令和４年
４月１日時点）

事務職
（障がい者対象）

１人程度

言語聴覚士 １人程度
言語聴覚士
免許

３年以上
（医療機関、社会福祉施設
等における言語聴覚士とし
ての職務経験に限る）

※職務経験は平成２８年４月１日～令和３年７月３１日の間における経験に限る

募集職種・採用予定人数・受験資格

令和３年度 職務経験者採用試験の概要①

採用予定人数 計３人程度



令和３年度 職務経験者採用試験の概要②

●シティプロモーションやＴＶ番組の撮影・編集等の経験を有する人材

●映像配信業務及びタブレットの導入などに向けた情報機器の整備に精通した経
験を持つ人材

●財務諸表から経営状況などを読み取れるなど、企業会計に精通した人材

●ＩＣＴやＤＸに係る知識や技術及び経験を持った人材

●社会福祉士、精神保健福祉士などの福祉に関する資格を有し、高齢者や障がい
者の相談業務、地域包括的支援業務への従事経験を有する人材

※あくまで一例となります。津市では民間企業等で職務経験のある方を広く募集しています。

求める職務経験等の一例

障がい者対象試験における求める職務経験

●障がいを持ちながら即戦力としての活躍が期待できる人材



受付

第１次試験

エントリーシートによる書類選考

社会人基礎試験
口述試験（個人面接）

第２次試験
１１月 ７日

（予定）

口述試験（個人面接） １１月２７日第３次試験

試験方法・日程

８月２日 から９月２２日 まで

知識、技術、能力等を活かして、どのような活躍・貢献ができるかや
どのような行政サービスを提供できるかをストーリー仕立てで記入

令和３年度 職務経験者採用試験の概要③

内容等

土

月 水

最終合格発表 １２月上旬

日

（予定）

１１月 ６日 土



３８歳大学卒 （職務経験１６年） の場合

年 収 ： 約５３０万円
職 位 ： 主査
想定条件 ： 配偶者、子２人あり
※上記には、各種手当 （扶養手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当（平均）等）が含まれています。

※上記年収は職務経験の内容により異なります。

職務経験者採用時点の職名・給与モデル

モデル①

５０歳大学卒 （職務経験２８年） の場合モデル②

年 収 ： 約７２０万円
職 位 ： 担当主幹
想定条件 ： 配偶者、子２人あり （子１人は１６～２２歳）
※上記には、各種手当 （扶養手当、期末・勤勉手当、管理職手当等）が含まれています。



受験案内
入手方法

新規採用試験（９月試験・障がい者対象）

受付期間

令和３年７月２６日 から配布開始月

人事課、消防総務課、案内（市本庁舎
１階）、市教育委員会庁舎１階、アスト
プラザ （アスト津４階）、各総合支所地
域振興課、各出張所等

受験案内配布・受付

令和３年８月２日 ～ 令和３年８月２７日

令和３年８月２日 ～ 令和３年９月２２日

職務経験者採用試験

月 金

月 水

右記の窓口において配布

津市ホームページからダウンロード

インターネットで２４時間申込可能！
※ ＷＥＢ環境のない場合は、郵送で対応します。
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