
定例記者会見 令和３年１１月５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 

３回目接種の接種券を１１月末から順次発送 
 

 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１１月５日

新型コロナワクチン接種

３回目接種の接種券を１１月末から順次発送



10月27日 県が調整した３回目第１クール配分量（配送：11/15週＆11/22週～）

※令和３年５月までに２回目接種を完了した人数に応じたワクチン量が配分される

３回目第１クールワクチンの配分量が決定

全国 三重県 津市

3,519箱（411万7,230回分） 55箱（6万4,350回分） 8.6箱（1万62回分）

10月15日 国が示した３回目第１クール配分量（配送：11/15週＆11/22週～）

全国 三重県 津市

3,519箱（411万7,230回分） 55箱（6万4,350回分） 7箱（8,190回分）

新型コロナワクチンの３回目接種に使用するファイザー社ワクチンについて、第１クールの割り当
て量が国において決定され、津市には７箱が配分されるとの通知がありました。その後、県におい
て各市町の住所地外接種等の接種状況を踏まえ調整があり、8.6箱が配分されることになりました。
また、10月28日に開かれた厚労省ワクチン分科会において、２回目接種を終えた全ての希望者
を対象とし、時期は２回目接種の完了から概ね８か月以上後を目安とする方針で了承されました。
今後、手続きを経て12月１日から接種開始予定となります。



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

3回目接種月 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

おおよその対象者数 3,500人 6,300人 3万5,600人 3万8,400人 4万1,600人 3万5,100人

11月末から対象者に３回目接種券を順次発送

ワクチン３回目接種の時期とおおよその対象人数

３回目接種券

11月末から
順次発送予定

医療従事者

高齢者

65歳未満

接種順位



11月以降に12歳を迎える人および11月中旬以降にワクチン接種を希望する人に、集団接種会
場における11月13日（土）以降の土曜日を使って１回目、２回目の予約をセットで行っています。
11月１日から予約を開始したところ予想以上の接種希望があり、枠を追加して対応しています。

11月13日以降の集団接種予約状況について（11月5日9時時点）

１回目 ２回目 会 場 予約残数 ／（当初枠＋追加枠）

11月13日（土）
14時～17時

12月4日（土）
14時～17時

津センターパレス 0人 ／72（72＋0）

11月20日（土）
14時～17時

12月11日（土）
14時～17時

津センターパレス 0人 ／60（36＋24）

久居インターガーデン 0人 ／42（36＋6）

11月27日（土）
14時～17時

12月18日（土）
14時～17時

津センターパレス 36人 ／132（36＋96）

久居インターガーデン 0人 ／72（36＋36）

合計 36人 ／378（216＋162）

11月13日以降の１回目集団接種予約状況



★…かかりつけ患者以外の人も対象の医療機関 …12～15歳の人も接種できる医療機関

詳細はこちらから※予約をした人は、キャンセルする場合は必ず連絡をお願いします。また、複数の医療機関に予約しないでください。

医療機関名 最短接種日 予約方法

★ 赤塚クリニック 11/12 ☎

熱田小児科クリニック 11/19 ☎

★ あらき内科クリニック 11/10 ☎

いぐち内科・消化器内科クリニック 11/16 ☎来院

★ 伊勢谷医院 11/8 来院

★ 稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 11/30 HP

うめもとこどもクリニック 11/10 ☎

★ おくだ内科クリニック 11/18 ☎来院

★ カサデマドレクリニック 11/10 来院

★ 川浪内科 問い合わせ ☎来院

きのここどもクリニック 12/7 ☎来院

★ 小西ヒフ科医院 問い合わせ ☎来院

★ 駒田医院 11/22 ☎来院

★ 坂口医院 11/27 ☎来院

坂の上クリニック 11/11 ☎

★ しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 問い合わせ ☎来院

★ 高野尾クリニック 11/8 ☎

★ たけうち内科クリニック 11/10 ☎来院

★ たなか内科 11/9 ☎来院

★ 田中内科 11/10 ☎来院

★ 千里クリニック 11/12 ☎来院

★ 津さくらばしクリニック 問い合わせ ☎

★ 津市家庭医療クリニック 11/17 ☎来院

★ 津生協病院 11/20 HP

★ 津みなみクリニック 11/11 ☎

とうかい整形外科かわげ 問い合わせ ☎

なかせ内科胃腸科 11/8 ☎来院

★ にしかわ小児科 11/27 ☎

のむら小児科 問い合わせ ☎

★ フェニックス健診クリニック 11/12 ☎

★ 二神クリニック 11/5 ☎来院

★ 前川内科 11/13 ☎来院

★ 増井内科 問い合わせ ☎

ますだこどもクリニック 11/15 ☎来院

★ 三重耳鼻咽喉科 問い合わせ ☎

★ 三井整形外科 問い合わせ ☎来院

★ やまぐちクリニック 11/16 ☎来院

★ ゆうあいクリニック 問い合わせ ☎来院

★ ゆり形成内科整形 11/6 ☎

11月以降に接種枠のある接種協力医療機関 【39医療機関・11/5時点】



津市におけるワクチン接種状況（11月4日時点ＶＲＳより）

１回目接種回数 ２回目接種回数

21万2,627回 19万4,317回
１回目接種率 ２回目接種率

84.4％ 77.2％

65歳以上の高齢者

１回目接種回数 ２回目接種回数

7万6,525回 7万5,777回
１回目接種率 ２回目接種率

90.1％ 89.2％

接種対象者全体

年代別接種率（％）

予想される11月末時点での接種率 84％

 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28万1,314回 集団接種7万8,314回 県営接種会場7,017回

市外接種9,136回 職域接種3万924回 東京・大阪大規模接種会場239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77.0％ ２回目70.4％

12～19歳 20代 30代 40代 50代 60～64歳

１回目 72.1 74.2 77.3 84.2 86.0 90.1

２回目 54.5 59.8 64.3 74.2 80.9 87.2

65～69歳 70代 80代 90代 100歳以上

１回目 87.5 90.2 91.3 92.0 87.2

２回目 86.7 89.5 90.3 90.8 84.9



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
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三重とこわか国体・三重とこわか大会 

国体グッズ・国体弁当の販売 

 
 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１１月５日

国体グッズ・国体弁当の

三重とこわか国体・三重とこわか大会



販売までの経緯

令和３年８月２６日 日本スポーツ協会国民体育大会委員会で三重とこわか国体の中止が決定

・感染症対策物品を優先的に子どもたちの現
場へ配布
・事務用品は庁内で活用
・競技用物品は競技団体等へ移管

・市職員向けに国体弁当の販売を実施
１０月 １日 ５６２食
１０月１１日 ４２４食

合計 ９８６食

開催に向けて、競技会運営用品や感染症対策物品、広報ＰＲ物品、国体弁当等を準備

津市実行委員会

市民への販売を期待する声

準備した各種物品の有効活用や三重短期大学と連携した国体弁当の披露を実施

国体グッズ、国体弁当の一般販売を実施

物品（競技用物品を除く）を津市へ移管し、 弁当調製施設の協力を得て、



津市による国体グッズの販売

おぼろ
ガーゼハンカチ

2,000枚

とこまる
ぬいぐるみ

各180個

持ち歩き
フォルダー

1,000冊

ＨＰに掲載していたカウントダウンの
応援メッセージボードにご協力いただいた
方へのお礼品

三重とこわか国体津市開催競技に
参加する選手・監督への記念品

三重とこわか国体津市開催競技入賞者
への副賞（サイズの異なる２種類）

津市国体ボランティア「津おもてなし隊」に
ご登録いただいた方への記念品

６００円

３００円

1,000円
1,900円

４００円

価格は購入単価相当（税込み）

トートバッグ
700個

売り上げは歳入として津市一般会計へ



国体グッズの販売スケジュール

三重とこわか国体の会場であった サオリーナ１階アスリートモール１

販売日 曜日 時間 販売日 曜日 時間

11月7日 日 12：00～14：00 12月2日 木 10：30～12：00

11月8日 月 11：00～12：00 12月3日 金 10：30～12：00

11月11日 木 16：00～17：00 12月7日 火 10：30～12：00

11月14日 日 11：30～12：30 12月10日 金 16：00～17：00

11月16日 火 16：00～17：00 12月12日 日 12：00～14：00

11月18日 木 10：30～12：00 12月14日 火 10：00～12：00

11月22日 月 12：00～13：30 12月16日 木 16：00～17：00

11月25日 木 10：30～12：00 12月21日 火 16：00～17：00

11月27日 土 12：00～14：00 12月24日 金 16：00～17：00

11月30日 火 10：30～12：00

！

スポーツ教室等の開催日
に合わせて販売

１１月２６日（金）11：00～13：00

津がんばるマルシェで販売２ 無くなり次第終了します！ ！



弁当調製施設による国体弁当の販売

金額 ７００円（税込み）

予約先

〈津市実行委員会指定弁当調製施設〉

仕出し割烹しげよし津店 （株式会社 寿美家和久）
電話 ０５９－２７１－７６０３
午前９時から午後６時までにお電話ください

予約受付期間 令和３年１１月６日（土）から１１月１２日（金）まで

メニュー はみだし鶏のごま照り焼き

日時
場所

１１月２６日（金）午前１１時～午後１時
津がんばるマルシェ（津センターパレス）

弁当調製施設の仕出し割烹しげよし津店が、三重短期大学の学生が考案した国体の
選手用弁当を、１日限りの限定販売を行います。

販売方法
①予約販売 事前予約による当日受取（個数制限無し）
②当日販売 限定５０食



問い合わせ窓口

国体・障害者スポーツ大会推進局
総務企画課
〒514-0056  津市北河路町１９番地１
メッセウイング・みえ ２階
ＴＥＬ：059-229-3373
ＦＡＸ：059-229-3260

販売スケジュール等、詳細については「三重とこわか
国体・三重とこわか大会津市実行委員会」の
ホームページをご覧ください
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