
2021年6月30現在　

備　考

1 45,115 人

2 83.5 ％ 65歳以上人口：54,000人

42,641 人

65歳以上 37,904 人

12歳以上64歳以下 4,737 人

29.0 ％ 12歳以上人口：147,000人

65歳以上 70.2 ％ 65歳以上人口：54,000人

12歳以上64歳以下 5.09 ％ 12歳から64歳人口：93,000人

26,043 人

65歳以上 24,299 人

12歳以上64歳以下 1,744 人

17.7 ％ 12歳以上人口：147,000人

65歳以上 45.0 ％ 65歳以上人口：54,000人

12歳以上64歳以下 1.88 ％ 12歳から64歳人口：93,000人

都城市新型コロナワクチン接種等状況報告

数　値

3

5

65歳以上高齢者ワクチン接種予約人数
※

65歳以上高齢者ワクチン接種予約率

件　名

１回目接種者数（全体）

２回目接種者数（全体）

4

１回目接種率（全体）

２回目接種率（全体）

(注)上記の数値は、ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）より抽出したもの。

※予約人数は、市予約システムを利用した予約人数と医療機関での１回目の個別接種済の合計。

6

個別接種実施医療機関は79箇所。うち４箇所（永田病院、森山内科・脳神経外科、橘病院、村上循環器

内科クリニック）は、市予約システムより受付け。



定例記者会見資料（令和 3 年 7 月 1 日） 

  ６４歳以下の新型コロナワクチン接種について    
 

６４歳以下の新型コロナワクチン接種について、次のとおり進めます。 

 

●基礎疾患を有する方 

 ６月中に基礎疾患を有する旨の届け出をした方へ接種券を送付します。届け出は、

随時受け付けています。 

・接種券発送日  ７月５日 

・予約開始日   ７月７日 

・接種開始日   ７月８日 

※かかりつけ医療機関を通じて届け出をした方は、随時、接種券を送付し、各医療機

関の高齢者への接種状況に応じて、６４歳以下の基礎疾患患者への接種を開始済 

 

●保育士や放課後児童クラブ職員（市独自） 

比較的若い年齢においても重症化リスクが高い変異ウイルスが拡大する中、マスク

の着用が難しい乳幼児やワクチン接種できない小学生の命と健康を守るため、保育士

や放課後児童クラブ職員への接種を進めるものです。 

 ・対象人数   約 2,000人 

 ・接種開始日  ７月１日 

  

●小・中学校の教職員（市独自） 

比較的若い年齢においても重症化リスクが高い変異ウイルスが拡大する中、教育現

場にウイルスを持ち込まないよう、小・中学校の教職員への接種を進めるものです。 

 ・対象人数   約 1,500人 

 ・接種開始日  ７月 11日 

 

●高校の教職員（市独自） 

原則、県立学校等の教職員は県主体で接種を行いますが、市での接種を希望する教

職員等の調査を予定。 

 

●重度障がい者や医療的ケア児を在宅介護している同居家族（市独自） 

 重度障がい者や医療的ケア児を在宅で介護している同居家族に優先して接種する

ものです。届け出いただき、随時、接種券を発送します。 

 ・届出受付開始日  ７月１日から 

 ・届出方法     福祉課窓口や市ホームページ等 

（次頁あり） 



定例記者会見資料（令和 3 年 7 月 1 日） 

●６４歳以下の一般の方 

 国からのワクチン供給量に応じて、７月中旬以降に年齢順に接種券を順次発送しま

す。なお、接種開始は 7月下旬を予定しています。 

 

●その他 

・個別接種の余剰ワクチンへの対応 

 個別接種の余剰ワクチンへの対応は、医療機関から余剰ワクチン発生の連絡を受け、

すぐに医療機関へ向かわなければならないため、次の市職員を待機者とすることで、

廃棄ワクチンを発生させないよう対応します。 

① 宿泊療養所従事予定者 

② 危機管理に関する意思決定等に携わる者 

③ 避難所の運営に携わる者 

④ 感染防止対策を十分にとることができず、一定時間市民と接触する職員 

⑤ 集団接種会場従事者(主に会場内で業務する者のうち接種者と直接接する者) 

 

 

 

【問い合わせ】 ワクチン接種対策室 電話 36－4383（直通） 



定例記者会見資料（令和 3年 7月 1日） 

  市内の携帯ショップクルーがワクチン予約をサポート！        
 

市内にある携帯ショップに協力いただき、スマートフォン等による新型コロナワク

チン接種予約申し込みを支援し予約完了までサポートします。 

 

●対象者 

接種券が手元に届いた人 

※現在は、65歳以上の人に接種券を送付 

 

●サポート対象店舗 

 ＜ドコモ（5店舗）＞ 

  ドコモショップ鷹尾店、ドコモショップ高城観音店、ドコモショップナガトモ 

都城店、ドコモショップ都城中央店、ドコモショップ都城東店 

 ＜ａｕ（4店舗）＞ 

  auショップ五十市、auショップ都北、auショップ花繰、auショップ早鈴 

 ＜ソフトバンク（4店舗）＞ 

  ソフトバンク都城中央、ソフトバンクイオンモール都城駅前、ソフトバンク都城

早鈴、ソフトバンク都城 

 

●注意事項 

・ワクチン接種の予約を確約するものではありません。 

・事前に予約が必要です。予約していない場合、店頭混雑時は案内できない可能性

があります。 

・必ず接種券や本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）を準備して、

ショップへお越しください。 

・予約を行うには、予約者のスマートフォンなどが必要です。 

・操作手順などのサポートであり、個人情報に関わる内容の操作は予約者が行いま

す。 

 

 

 

【問い合わせ】ワクチン接種対策室 電話 36－4383（直通） 



定例記者会見資料（令和３年７月１日） 

 「都城市プレミアム付スマイル商品券（第2弾）」を販売します！ ！ 

 

本市は、「都城市プレミアム付スマイル商品券（第 2弾）（プレミアム率 30％）」

を発行し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている地域経済活動の

回復を図るとともに、市民の家計と地元商店や飲食店を応援します。 

なお、本日（７月１日）から、商品券購入引換券を、市内全世帯を対象に段階

的に郵送します。 

 

 

●対象者  令和３年５月１日時点で住民基本台帳に記録されている世帯 

●発行数  ８万セット（10億４千万円分） 

●販売額  １セット１万円（1,000円券 13枚つづり商品券１万３千円分） 

      ※1世帯当たり 1セット限りの販売 

●販売方法 全世帯に購入引換券（オレンジ色の封筒）を郵送。市内郵便局（簡

易郵便局は除く）で、身分証を提示の上、購入引換券と現金１万円

で商品券を購入。※購入は任意 

●有効期限 令和３年 11月 30日（火） 

      ※令和３年８月 31日から延長              

●利用店舗 市内の登録店舗 

・市ホームページ掲載 

・郵便局で一覧表配布 

※「取扱店ポスター」を掲示 

※６月 18日現在の登録数 1,010店舗  

 

※お届けには最長で１カ月 

プレミアム付スマイル商品券（第２弾）は郵便局で

の密を避けるために、全世帯（約 8万世帯）へ段階的

に郵送します。このため、全ての世帯へお届けが完了

するまでに、約１カ月（７月末）を見込んでいます。 

 

 

 

【問い合わせ】スマイル商品券事務局 電話 23－8078（直通） 

【期間延長】 

有効期限 

令和３年 11 月 30 日（火） 
（注）商品券の記載は変更前のものです。 

都城市 商品券事務局 



定例記者会見資料（令和 3年 7月 1日） 

     令和２年度都城市成人式の再延期について         
 

本市では、１月開催予定だった令和２年度成人式を新

型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受け、8 月に

延期することと決定し、地区別に実行委員会にて開催の

準備を進めてきました。 

しかしながら、全国的に緊急事態宣言やまん延防止等

重点措置が発令されている中、新型コロナウイルス感染

症の収束の見通しが立たず、８月の段階で成人者のワク

チン接種の目途が立っていないため、式典を令和４年１

月に再延期します。 

 

●対象者 

平成 12年４月２日～平成 13年４月１日生（都城市在住及び出身）の人 

 

●日程 

令和４年１月２日～４日の間で、各地区実行委員会が決定します。 

 

●場所 

総合文化ホールやウエルネス交流プラザ、地区公民館等の地区内の施設の中から、各地

区実行委員会が決定します。 

 

●開催における新型コロナウイルス感染予防対策 

・出席は事前申込制とします。 

・マスクの着用や手指消毒、検温を徹底します。 

・プログラムを縮小し、式典時間を 30分程度に短縮します。 

・式典後の会食の自粛をお願いします。 

 

●その他 

・今後の感染状況によっては、来場者の安全を第一に考え、式典の開催が中止となる場合

があります。令和２年度の式典については、１月以降に再々延期することはありません。 

・令和３年度の成人式は、１月８日～１０日の間で開催します。 

 

 

 

【問い合わせ】 生涯学習課 電話 23-9545 



定例記者会見資料（令和３年７月１日） 

  コンビニ交付サービスの手数料を一律１５０円に引き下げます！         

 

現在、コンビニ交付サービスで発行する各種証明書は、市役所窓口と同じ３００

円～４５０円の手数料がかかりますが、本日から一律１５０円に引き下げます。ま

た新たに、個人番号入りの住民票の写しや、住民票記載事項証明書も取得できるよ

うになり、マイナンバーカードの利便性の向上や利用促進を図ります。 

窓口への来庁機会を減らすことにより、３密の回避や待ち時間の短縮が図れ、新

型コロナウイルス感染予防への効果も期待されます。 

 

●開始日時 

 令和３年７月１日 ６：３０～ 

 
●各種証明書の手数料 

 一律１５０円 

 

●対象の証明書 

 都城市の以下の証明書が対象です。 

 住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書、 

 市県民税所得・課税証明書、市県民税課税証明書、戸籍の附票の写し、 

戸籍謄本、戸籍抄本 

 

●コンビ二交付ができる場所 

 都城市立図書館や全国のコンビニエンスストア等約５万６千の設置拠点 
（別添ポスターを市内のコンビニエンスストア等に掲示） 

 
●その他 
利用者用電子証明書（数字４桁の暗証番号）が付いているマイナンバーカードが

対象。全国どこのコンビニエンスストアでも６：３０～２３：００の都合のいい時
間に証明書が取得できます。 
 
＜参考：窓口等で配布しているチラシ＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 市民課 電話 23－2128（直通） 



都城市の
証明書が
コンビニ等で

なんと

市役所窓口※より

R37/1から

お問い合わせ　都城市マイナンバーカードサポートセンター　☎23-2774

マイナンバー
カードがあれば

半額以下

※住民票等300円
　戸籍抄本等450円



定例記者会見資料（令和３年７月１日） 

 マイナンバーカード取得者に都城市地域通貨を給付します!  

 

本市ではデジタル社会のインフラとなるマイナンバーカードの普及促進とキャッ

シュレス決済の推進を図るため、総務省の「自治体マイナポイントモデル事業」を

活用し、都城市独自施策としてマイナンバーカード取得者に対し、本市が開発予定

の地域通貨アプリに市内の加盟店舗で使える地域通貨７，０００円分を給付します。 

 

●対象者  マイナンバーカードを取得した都城市民 

●申込期間 令和３年７月下旬（予定）～令和３年１２月２８日（火） 

●利用期間 令和３年７月下旬（予定）～令和４年 １月３１日（月） 

●申込及び利用方法 

１ マイナンバーカードを取得 

２ スマートフォンに地域通貨アプリ「にくＰＡＹ」をインストール 

３ マイナポイントアプリ（マイキープラットフォーム）で、①マイキーＩＤの設

定、②にくＰＡＹアプリを選択、③自治体マイナポイントの給付申請 

４ アプリに７，０００円分の地域通貨を付与 

５ 市内の加盟店舗でアプリを使って、ＱＲ決済でお買い物 

●加盟店舗 

商工会議所及び各商工会を通じて募集中。ホームページ等で、随時公開します。 

●その他 

マイナンバーカードを取得しているが地域通貨の申込をしなかった人や令和４年

１月以降にカードを取得した人には、地域振興券５，０００円分を令和４年１月か

ら配布します。 

＜参考：窓口等で配布しているチラシ＞ 

 

【問い合わせ】 都城市マイナンバーカードサポートセンター 電話 23-2774 
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