
令和２年１１月６日

令和３年津市成人式は
２部制で実施します

新型コロナウイルス感染症対策



コロナ禍における成人式の課題
昨年度までの成人式

実施
方法

毎年約２，０００人の新成人が参加

１か所の会場で一堂に会し実施
(サオリーナメインアリーナ収容定員４，０００人)

開催
時間

開場から終了までの所要時間が
２時間を超える
※１３時３０分～１５時（受付１２時３０分～）

新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを可能な限り軽減した実施方法を検討する必要がある

開催についての
問い合わせが、多く寄せ
られている

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向
けた「三重県指針」ｖｅｒ.６

成人式 会場の収容率100％以内で実施で
きるイベントとして例示されている

新成人や保護者からは

イベント開催の目安
（ア）人数上限 収容定員10,000人以下

5,000人
（イ）収容率 大声での歓声・声援等が

ないことを前提としたイベント
100％以内

★（ア）（イ）の人数のいずれか小さい方を限度

アスリートモールでの友人等との記念撮影や受付での停滞、入場から着席ま
での混雑など、アスリートモールや会場入口付近に人が密集するため、三つ
の「密」の回避が困難な状況が生じる恐れがある

従来の方法による成人式では
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●新成人の健康や安全を考慮し一堂に会する
人数を削減するなど、新型コロナウイルス感染
症拡大のリスクを減らす措置を講じる必要があ
る
●新型コロナウイルス感染症拡大を懸念し、帰
省できない新成人に対して、参加できる仕組
みを講じる必要がある

令和３年津市成人式の考え方

●成人式は、例年どおりサオリーナでの１箇所開
催として欲しい

●成人式後に予定があるため、終了時間が遅く
ならないようにして欲しい
●着付けの予約等も既に済ませており、大幅な時
間変更はしないで欲しい

成人式実行委員等からの意見

理

由

①サオリーナでの１箇所開催を望む声が多く、１箇所においての２部制とすることで、参加人数を大幅に
減らすことができる

②概ね午後からの２部制とすることで、例年と大きな時間変更もなく実施できる

③ライブ映像を配信することで、帰省が困難な新成人や入場を御遠慮いただく保護者も成人式をリアル
タイムで視聴できる

●対象者を２グループに分割した２部制で実施
●保護者等の新成人以外の方の入場は

御遠慮いただく

●ライブ映像配信の導入
●記念式典に実行委員企画イベントを組み込み

４５分程度で終了する

令和３年津市成人式は



日 時

及び

対象
グループ

令和３年１月１０日（日）

第１部
１２時～１２時４５分
（受付１１時３０分～）

橋北・東橋内・西橋内・橋南・南郊・西
郊・一身田・豊里・南が丘中学校出身者、
当該校区在住者

第２部
１４時４５分～１５時３０分
（受付１４時１５分～）

朝陽・芸濃・東観・久居・久居西・久居
東・香海・一志・白山・美杉・美里中学校
出身者、当該校区在住者、国立・県立・
私立中学校出身者

会 場 津市産業・スポーツセンター サオリーナ

対 象 平成１２年４月２日～平成１３年４月１日に生まれた人

※ 令和２年１１月１日現在で、津市に住民登録している人に案内状を送付（１２月上旬頃）
※ 就職・進学などにより、津市に住民登録していない人も参加可能
※ アルコール類の持ち込みや飲酒しての来場は不可

令和３年津市成人式の実施内容



新型コロナウイルス感染症防止対策①

●サオリーナの空調設備を利用し、室内の十分な換気を行う
●椅子席の十分な距離を確保する
●第１部と第２部の間に清掃・消毒を行う
●保護者等の新成人以外の方の入場は御遠慮いただく

●検温、手指消毒、マスクの着用を徹底していただく
●参加者が特定できるよう、送付した案内状を持参していただく

案内状が届かない県外市外在住者の方には、ホームページ上に掲載している案内状に代わる様
式を利用し、自身で作成のうえ、持参していただく
●厚生労働省から提供されている新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）や三重県から提
供されている新型コロナウイルス感染拡大防止システム「安心みえるＬＩＮＥ」の活用をお願いする

●記念式典に実行委員企画イベントを組み込み４５分程度で終了する
●例年行っている国歌の独唱を、ＣＤによる国歌演奏（歌唱なし）に変更する

会場に関すること

新成人に関すること

式典に関すること

令和２年成人式の様子



隣接するメッセウイング・みえ展示場（定員４，０００人）を
「新成人親交スペース」とし、式典終了後の新成人を誘導

１階入口やアスリートモール等において
第１部と第２部の新成人同士の接触等に伴う密集・密接が懸念される

式典終了後の課題

「新成人親交スペース」の開場時間等

開場時間
第１部 １２時４５分～ （１時間程度）

第２部 １５時３０分～ （１時間程度）

●写真撮影コーナーを設置
●定員４，０００人の広いスペースを使用し、安心して歓談できる場として活用

新型コロナウイルス感染症防止対策②



周知方法について

令和２月１１月

市ホームページに「令和３年成人式について」を掲載し、日時や
式典の詳細についてお知らせする

広報津１１月１６日号に掲載し、日時等についてお知らせする

令和２年１２月 津市に住民登録されている対象者（11/1現在）に案内状送付

※ 新型コロナウイルス感染症の
拡大状況によっては、内容の変
更や中止する場合があります

その際は、市ホームページ等
でお知らせします

津市教育委員会事務局生涯学習課
青少年担当（青少年センター）

電話番号 059-225-7172
ファクス 059-228-4756
E-Mail 225-7172@city.tsu.lg.jp

問い合わせ先
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グランドオープン後１カ月間で２４，６５７人が来館

令和２年１０月１日グランドオープン

自主事業も続々開催

津市久居アルスプラザ



グランドオープン後の来館者数

プレオープン期間での来館者数（令和２年６月６日～９月３０日）

グランドオープン後１カ月間の来館者数（令和２年１０月１日～１０月３１日）

２４，６５７人 ※１日平均７９５人

約３.５倍の来館

１０月１日のグランドオープン後は、共用スペースの利用者や施設見学者に
加え、オープニングイベントの観覧者やカルチャールーム等の施設利用者な
ど、多くの方々にご来館いただいています！

２６，７６９人 ※１日平均２２８人

ご来館いただいた方々のご感想

「モダンな感じで素敵な空間！」「落ち着いてくつろげる！」「設備が充実して
いる！」「建物の造りが面白い！」「ぜひここで何かしてみたい！」など



主なイベントの開催実績

事 業 開催日 開催場所 延べ入場者数

グランドオープニング事業
「アルスの森」～つつみあれい＆
BalloonMoMo展～

令和２年９月３０日～
１０月１２日

エントランスロビーほか 約１２，９００人※

グランドオープニング事業
浅田家！展－ファインダ―の向こう
側、津市。－

令和２年１０月１日～
１０月７日

ギャラリー 約７，０００人

久居版津がんばるマルシェ 令和２年１０月１８日 エントランスロビーほか 約５００人

アルスＢＯＯＫトークナイト
～欧米の児童文学シリーズ～

令和２年１０月２５日 アートスペース ４０人

ときの風ホールでＹＡＭＡＨＡ ＣＦＸ
を弾こう！

令和２年１０月３１日 ときの風ホール ４４人（１０組）

※「アルスの森」は、共用スペースでの開催のため、開催期間中の来館者数（休館日は除く）と同数と積算



主な施設の利用状況①

施 設

プレオープン期間
（Ｒ２.６.６～９.３０）

グランドオープン後１カ月間
（Ｒ２.１０.１～１０.３１）

利用件数・延べ利用者数 稼働率 利用件数・延べ利用者数 稼働率

ときの風ホール １件（７２０人）
※同時利用

１％
１６件（３，０６９人） ６３％

アートスペース １６件（１，１９２人） ５６％

ギャラリー ０件（０人） ０％ ５件（７，５９３人） ４８％

カルチャールーム１ ５件（５９人） ５％ ２０件（２６４人） ６７％

カルチャールーム２ ０件（０人） ０％ １２件（９５人） ３０％

カルチャールーム３ ４件（２２人） ４％ ６件（２２人） ２２％

ミーティングルーム１・２ ０件（０人） ０％ １２件（６１人） ４４％

※稼働率は休館日を除いた利用可能日数に対する利用日数の割合。グランドオープニングセレモニー（９/２９休館日開催）の実績は除く



主な施設の利用状況②

施 設

プレオープン期間
（Ｒ２.６.６～９.３０）

グランドオープン後１カ月間
（Ｒ２.１０.１～１０.３１）

利用件数・延べ利用者数 稼働率 利用件数・延べ利用者数 稼働率

エントランスロビー １件（６００人） １％ ３件（１３，７００人） ５２％

ミュージックルーム１ ０件（０人） ０％ １６件（３０人） ５２％

ミュージックルーム２ ０件（０人） ０％ １２件（１２人） ６７％

バンドルーム ０件（０人） ０％ ４３件（７８人） ９６％

ピアノルーム ０件（０人） ０％ １０７件（１６２人） １００％

アトリエ ０件（０人） ０％ １４件（６１人） ７８％

※稼働率は休館日を除いた施設利用可能日数に対する利用日数の割合
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今後開催予定の主な事業
事 業 内 容 開催日 開催場所

「ときの風サポーター」養成講座
～ガーデニング編～
※定員２０名応募にて募集終了

久居アルスプラザを彩るプランタ
ーを制作し、その後もお世話をし
ていただくボランティア講座

令和２年１１月８日 久居アルスプラザ屋外

アルスＢＯＯＫトークナイト
～欧米の児童文学シリーズ～
※定員４０名応募にて募集終了

夜のアルスプラザで美味しいコー
ヒーやお菓子を楽しみながら児童
文学について語る講座

令和２年１１月１１日、
１１月２５日、１２月２日

アートスペース

ときの風ホールでＹＡＭＡＨＡ
ＣＦＸを弾こう！
※５１組１４２名応募にて募集終了

音響反射板を設置したときの風
ホールでプライベートでフルコン
サートグランドピアノが弾ける企画

令和２年１１月１６日・
２３日、１２月１６日・
２３日

ときの風ホール

津市美術展覧会
※令和２年１２月２日まで出品者募
集中

洋画、日本画、写真、書、美術工
芸、彫刻の入選作品や審査員の
作品の展示

令和２年１２月１２日～
１２月２０日

ギャラリー、アートスペ
ース、カルチャールーム
ほか

アルスアートマルシェ２０２０
（仮称）

久居版津がんばるマルシェとコラ
ボした、文化芸術とマルシェが融
合するイベント

令和３年１月２４日 エントランスロビーほか

ＨＩＳＡＩ芸術家の住む町プロジェ
クト
※アーティスト（１組で２名まで）は、
令和２年１１月３０日まで募集中

県外のアーティストが特定の期間、
地域と密接に関わりながらアート
を創造するプロジェクト

令和３年４月１日～令和
４年２月２８日の連続し
た約３０日間

久居アルスプラザほか

指定管理者



ときの風ホールで開催を予定している主な鑑賞事業

当初予定していた令和２年６
月７日開催から一旦中止とし、
現在開催に向けて調整中。
※チケットは、６月７日開催のチ
ケットを購入されていた方を優
先に販売し、一般販売は、優
先販売後の状況を踏まえ実
施する予定

当初予定していた令和２年６
月１３日開催から２回延期し、
令和３年７月１０日に開催。
※現在チケットをお持ちの方に
加えて、今後一般販売を実
施。販売開始日は決定次第
久居アルスプラザホームペー
ジ等で発表

当初予定していた令和２年７
月１１日開催から２回延期し、
令和３年１０月１７日に開催。
※現在チケットをお持ちの方に
加えて、今後一般販売を実
施。販売開始日は決定次第
久居アルスプラザホームペー
ジ等で発表

高嶋ちさ子コンサート
ぐっさんのハッピー
オンステージ

市川由紀乃コンサート

指定管理者
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津市久居アルスプラザへのお問い合わせ

今後展開していく事業
については、ホームページやＳＮＳ、

情報誌などを通じて、
広くお知らせしていきます！
施設の利用や予約も
お待ちしています！

電話：253-4161 ＦＡＸ：253-4171

※指定管理者：㈱ケイミックスパブリックビジネス

開館・受付時間：８時３０分～２２時００分

※ＨＰからもお問い合わせができます
休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始

指定管理者



１月４日 仕事始め式を中止します

令和２年１１月６日

新型コロナウイルス感染症対策



年末年始に関する分科会から政府への提言

上記の提言の趣旨を鑑み、
津市も職員の休暇取得をさらに促進

○働き方改革の一環として、新型コロナウイルス感染症を契機に、
今まで以上に強いリーダーシップを発揮して本提言を実現する

①年末年始に集中しがちな休暇を分散させる

②新たな働き方の創造

○年末年始の休暇に加えて、その前後でまとまった休暇を取得することを
職員に奨励する

感染拡大防止のために求められる取り組み

○提言された「感染リスクが高まる５つの場面」「感染リスクを下げながら
会食を楽しむ工夫」を、職員一人ひとりが認識する

③感染リスクが高まる場面を避ける



政府の提言に対する津市の取り組み

○各部署で年末年始に予定している業務を精査し、
時期の変更できる会議の延期や至急でない業務の削減を指示

①年始の仕事始め式を動画配信

②不要不急の業務の削減

○年末に加え年始の仕事始め式も中止
○１月４日（月）８時３０分から市長訓示を本庁・各総合支所に動画配信し、
いつでも視聴できるようにすることで、さらに長期休暇を取りやすい環境を整備

上記の取り組みにより、職員の年末年始前後の休暇取得を促進し、
感染拡大防止に加え、働き方改革の推進を目指す

計画的な年次有給休暇の取得促進

さらに

これまで

○昨年より、年末の仕事納め式を中止し、休暇を取りやすい体制を整備
○年末年始の休暇に、年次有給休暇を加えて長期休暇を取得するよう職員に推奨



令和２年１１月６日

１１月６日開催
津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第５１回）

開催結果

新型コロナウイルス感染症対策

10/2 第50回対策本部会議
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