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新型コロナウイルス感染症対策 

１０月２日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第５０回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



 
 

１０月１日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第５０回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

（１）９月１８日、市長メッセージの発信について報告（健康医療担当） 

   市長が、９月１８日、市民の皆様に向けて、新型コロナウイルス感染症に関

する市長メッセージ(22)を発信しました。 

 

（２）臨時休業措置等に伴う家計特別支援事業について報告（こども政策担当・教 

育委員会） 

   小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園、中等教育学校（前期課程に限る） 

特別支援学校（小学部、中学部又は幼稚部に限る）、保育所、認定こども園及

び小規模保育事業所に通学・通園する児童及び職員において、新型コロナウイ

ルス感染者が確認されたことに伴い、当該感染症の拡大防止の観点から臨時休

業措置等を講じることにより、登校又は登園しなかった児童の家庭に生じる家

計への負担の軽減を図るため、家計特別支援金を交付します。 

   対象者：①②のいずれかに該当する児童 

① 学校等を起因として濃厚接触者に特定され、感染者と最後に濃厚接触 

した日の翌日から２週間を基準に出席停止の措置を受けた市内に居住す 

る児童（起因となった感染者を含む。） 

    ② 濃厚接触者の出席停止措置の期間が終了する日まで行われる臨時休業 

の措置及び市町の登園自粛の要請（同意）により、登校又は登園しなか 

った市内に居住する児童 

   支援金額：２０，０００円 

   ※保育所、認定こども園及び小規模保育事業所を利用する児童については、 

特定教育・保育等の提供を行う日において利用しない日数が５日以内の 

場合は、１０，０００円 

   支給対象期間：令和２年９月１０日～令和３年３月３１日 

 

（３）第１６回津シティマラソン大会サオリーナ杯２０２１の開催延期について報

告（スポーツ文化振興部） 

   新型コロナウイルス感染症の拡大及びまん延防止のため、令和３年２月に開

催を予定していました「第１６回津シティマラソン大会サオリーナ杯２０２

１」につきましては、９月２８日開催の実行委員会において１年間延期するこ

とが決定されました。 

   ◇開催延期する行事の概要 

   ・行事名    第１６回津シティマラソン大会サオリーナ杯２０２１ 

   ・開催予定日  令和３年２月 

   ・開催予定場所 津市産業・スポーツセンター周辺 

   ・主催     津シティマラソン大会実行委員会、津市、津市教育委員会 

   ・例年の実施内容 マラソン大会（種目：１０㎞、５㎞、２㎞、ジョギン

グ）、物産展） 



 
 

 

（４）文化芸術活動等支援事業について報告（スポーツ文化振興部） 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止や新しい生活様式に対応した催し物の開

催に係る負担を軽減するため、津市の文化施設において本番の催し物を開催す

る市内の個人や団体等に２種類の支援を１０月１日から開始しました。 

１つ目の支援は、ホール及び展示施設で催し物を開催する利用者に対し、催

し物の開催に伴い必要となるマスクやフェイスシールド、消毒液などの感染拡

大予防品への支援として、催し物１回当たり１万円を交付するもので、２つ目

の支援は、ホールで催し物を開催する利用者に対し、感染拡大防止に伴うホー

ルの定員の制限などによって通常より大きなホールを利用する場合や多くの諸

室を楽屋として利用する場合の施設使用料への支援として、催し物１回当たり

２万円をさらに加算し交付するものです。 

対象となる催し物は、令和２年１０月１日から令和３年３月２８日までに開

催されるもので、申請期間は、令和２年１０月１日から令和３年１月３１日ま

でとしています。 

申請方法は、受付窓口となる文化振興課（津リージョンプラザ１階）、久居

アルスプラザ内市民サービスセンター、アストプラザ、河芸公民館、芸濃総合

文化センター、美里総合支所地域振興課、サンヒルズ安濃、香良洲総合支所地

域振興課、一志総合支所地域振興課、白山総合文化センター及び美杉総合支所

地域振興課に設置している申請書もしくはホームページからダウンロードして

いただいた申請書に必要事項を記入の上、施設使用許可書の写しを添付してい

ただき、同窓口へ提出いただきます。 

 

（５）２０２１三重とこわか国体「密」回避のための会期・会場変更の決定につい

て報告（国体・障害者スポーツ大会推進局長） 

「２０２１三重とこわか国体」津市開催競技において、新型コロナウイルス 

感染症対策として「密」回避のため進めてきましたレスリング競技、柔道競技 

のメッセウイング・みえからサオリーナへの会期・会場変更及びバスケットボ 

ール競技、なぎなた競技の会場変更（芸濃総合文化センター内アリーナと久居 

体育館との変更）について、（公財）日本スポーツ協会から９月２９日付で同 

協会国民体育大会委員会（９月１日付文書提案）において承認された旨の通知 

が三重県にありました。 

   このことについて９月３０日に三重県から津市に連絡がありました。これに

より津市開催のレスリング競技、柔道競技の会期前実施及びレスリング競技、

柔道競技、バスケットボール競技、なぎなた競技の会場変更が正式に決定しま

した。 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

（６）高齢者に対する季節性インフルエンザワクチン無料接種について報告（健康

医療担当) 

   予防接種法に基づく定期接種の対象者に対し、１０月１日から季節性インフ 

ルエンザの定期接種を開始しました。今冬、新型コロナウイルス感染症の流行 

が懸念される中、インフルエンザワクチンの需要が高まる可能性を踏まえ、当 

該対象者の自己負担金を無料とすることについて、９月市議会定例会で当該対 

策に係る補正予算を追加提案し、議決いただきましたので、今後より多くの方 

に接種いただけるよう勧奨していきます。 

   予防接種協力医療機関には、議決後、高齢者インフルエンザ予防接種委託料 

及び個人負担金の変更についての文書と関係書類を送付し、ポスター掲示につ 

いても合わせて依頼しました。 

   市民の皆様には、津市ホームページに記事を掲載しお知らせしました。また 

庁内施設にポスターを掲示し、広報津１０月１６日号の健康づくりだよりで、 

自己負担が無料になることや接種時期の協力について掲載し周知をしていきま 

す。 

 

（７）津市観光・イベント事業維持支援事業について報告（商工観光部） 

昨今のコロナ禍、特に、観光・イベント事業においては、非常に深刻な状況

にあり、それを乗り越えようと事業の継続・拡大に取り組んでいるが、国の持

続化給付金等を活用しても、なお令和２年１０月～１２月の間の総事業収入が

対前年同月比５０％以上減少する月があるなど、未だ回復軌道に至らない観

光・イベント事業者に対して、支援金を交付することで、来年に向けた事業の

維持を支援します。 

支援対象事業区分・支援金額 

・宿泊事業者 旅館業 宿泊定員数  １００人以上  ５０万円 

 （市内に所在する宿泊施設）    ３０～９９人  ３０万円 

                  ３０人未満   １０万円 

       住宅宿泊事業     一律      １０万円 

・旅行業者             一律      １５万円 

・タクシー事業者 業務用登録台数  ３０台以上   ２０万円 

                  ３０台未満   １０万円 

・観光バス事業者 貸切バス登録台数 １０台以上   ２０万円 

                  １０台未満   １０万円 

・イベント事業者          一律      １５万円 

 ※宿泊事業者以外は、市内に本店又は本社を有する事業者 

   申請要件 

    ・国の持続化給付金の交付決定を受けていること 

    ・令和２年４月１日を基準日として、対象事業の営業許可等が得られてい 

ること 

    ・申請対象月（令和２年１０月～１２月の間の任意の１箇月）の総事業収 

入や、宿泊事業者については宿泊者数、その他の事業者については支援 



 
 

対象事業の収入等が前年同月比５０％以上減少するなど、一定の基準を 

満たすこと 

申請方法：原則として、郵送にて観光振興課に提出 

申請期間：令和２年１１月２日（月）～令和３年１月２９日（金） 

提出書類：申請書、宣誓書、「持続化給付金の振込みのお知らせ」ハガキ又

は金額が確認できる通帳の写し、昨年と本年の事業収入が確認で

きる書類等の写しなど 

 

（８）津市飲食事業者事業展開支援事業について報告（商工観光部） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食事業者の新たな事業展開とし

て、津市センターパレスホール（津センターパレス５階）において飲食を伴う

会議、会合又は懇親会等を行った団体に対し、ケータリングの手法により「会

場設営」「飲食の提供」「配膳」「給仕」「後片付け」までのサービスを行う

市内の飲食事業者に支援金を交付することで、今後の事業展開を支援します。 

支援金の上限額：２０人以上５０人未満   ８万円 

５０人以上１００人未満 １０万円 

        １００人以上      １５万円 

支給要件 

・市内に店舗を持つ飲食事業者であること 

・本市に事前登録を行っている者であること 

・令和２年９月１日から令和３年３月２８日までの間に、津市センターパ 

レスホールにおいてケータリングを実施した者であること 

・市税を滞納していない者であること 

・食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５２条に基づく三重県知事 

の飲食店営業の許可を受けているほか、サービスの提供において必要な 

免許等を取得していること 

  ※ ただし、会場設営等において他の事業者と連携することは可能  

事業対象期間：令和２年９月１日（火）～令和３年３月２８日（日） 

交付申請受付期間：令和２年１０月１日（木）～令和３年３月２７日（土） 

手続の流れ 

 ・飲食事業者の事前登録（初回の支援金交付申請時に提出も可能） 

   提出書類：登録申込書兼誓約書、市税を滞納していないことがわかる 

もの、飲食事業者営業許可証（食品衛生法第 52 条）の写 

し、その他サービスの提供において必要な免許等の写し 

   ※事前登録後、津市から会場利用者に飲食事業者を案内 

 ・交付申請（ケータリングを実施する前日までに提出） 

   提出書類：交付申請書、ケータリングに係る費用の見込みがわかるも 

の、契約書等の写し（会場設営等を他の事業者と連携する 

場合に限る） 

 ・実績報告（ケータリング実施後に提出） 

   提出書類：実績報告書、ケータリングに係る費用がわかるもの、支援 

金の請求書 



 
 

    ・飲食事業者への支援金の支払い 

（９）津市プレミアム付商品券の販売開始について報告（商工観光部） 

津市プレミアム付商品券の購入申込については、８９，１００人のお申込み

をいただき、９月７日に、津商工会議所、津北商工会、津市商工会の立会いの

もと、厳正なる抽選の結果、１冊の購入希望者については、そのまま１６，４

００人、複数冊の購入希望者については、３冊が２７，２００人、４冊が４

５，５００人と決定し、往復はがきの返信面に冊数を記入したスタンプを押印

したうえで、９月１８日（金）、２３日（水）、２４日（木）の３回に分けて

郵送させていただきました。 

商品券については、１０月１日（木）から販売を開始しました。購入引換券

となるはがきを代金とともに、申込時に希望した郵便局へご持参いただき、ご

購入いただきます。また、同日から取扱店における商品券の使用も開始しまし

た。商品券の販売期限は１１月３０日（月）までで、使用期限は１２月３１日

（木）までとなります。 

取扱店舗については、９月３０日（水）現在、１，４６４者がご登録いただ

いております。郵便局における商品券購入時には、希望者へ８月３１日（月）

までにご登録いただいた１，３４６者を掲載した一覧表を配付するとともに、

引き続き１２月１８日（金）まで取扱店舗の募集を行い、随時、その際のホー

ムページへ掲載しながら、お電話でのご案内や、本庁及び総合支所においては

最新の取扱店情報を印刷してお渡しさせていただきます。 

また、商品券の使用開始とあわせて、「津がんばるマルシェ」や「津ぅキャ

ラお買い回りスタンプラリー（津市物産振興会）」などともコラボ企画を実施

するとともに、各店舗においても商品券を活用した販売促進に努めていただ

き、商品券の使用を促進し市内の消費拡大につながる取り組みを実施していき

ます。 

 

（10）オンライン津まつり２０２０・津まつり展２０２０の開催について（商工観 

 光部） 

令和２年度の津まつりについては、既に津まつり実行委員会において中止が 

決定されていますが、同年９月１０日の同実行委員会の役員会議において、津 

まつりの新たな取組として、次のとおりの開催が決定しましたので、報告しま 

す。 

ア オンライン津まつり２０２０ 

  動画サイトＹｏｕＴｕｂｅの活用により広く参加者を募集し、津まつり 

実行委員会公式ホームページにおいて動画配信 

令和２年１０月１０日（土）から配信 

イ 津まつり展２０２０ 

  過去の津まつりのポスター、郷土芸能の法被、備品等の展示 

   展示期間 令和２年１０月５日（月）から１０月９日（金）まで 

展示場所 第三銀行津支店、百五銀行本部、津中央郵便局 

※３か所で同時展示 

 



 
 

 

（11）秋の高虎楽座の中止について報告（商工観光部） 

１１月３日（火・祝）にフェニックス通りで開催を予定していた秋の高虎楽 

座は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、９月７日付けで 

同運営協議会において中止が決定されました。 

 

（12）農林水産まつりの中止について報告（農林水産部） 

  １１月３日（火・祝）に丸之内商店街で開催を予定していた農林水産まつりは

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、９月１１日に津市農林

水産物利用促進協議会において中止が決定されました。 

 

（13）久居版津がんばるマルシェの開催について報告（総合支所） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、販売や PR の機会が大幅に減少し

ている事業者の皆さんの「がんばる気持ち」を応援するため、テークアウト商

品を中心とした地元グルメや地域特産物の販売を行い、地域の事業者を応援し

ます。 

日 程          場 所 

１０月１８日（日）    久居アルスプラザ 

１０月３１日（土）    緑の風公園（久居駅東口） 

１１月２１日（土）    緑の風公園（久居駅東口） 

１２月１９日（土）    緑の風公園（久居駅東口） 

令和３年１月２４日（日）  久居アルスプラザ 

※ 時間はすべて午前１０時～午後３時 

 

（14）各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（健康医療担当） 

別紙とおり 

 



 以下会議資料 
  津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第５０回） 

                      令和２年１０月２日（金） 

午前９時～     

本庁舎４階 庁議室 

１ 国・県の動き 

（１）三重県津保健所管内における感染症患者の発生について報告（健康医療

担当） 

（２）三重県の状況について報告（健康医療担当） 

 

２ 報告事項 

（１）９月１８日、市長メッセージの発信について報告（健康医療担当） 

（２）臨時休業措置等に伴う家計特別支援事業について報告（こども政策担

当・教育委員会） 

（３）第１６回津シティマラソン大会サオリーナ杯２０２１の開催延期につい

て報告（スポーツ文化振興部） 

（４）文化芸術活動等支援事業について報告（スポーツ文化振興部） 

（５）２０２１三重とこわか国体「密」回避のための会期・会場変更の決定に

ついて報告（国体・障害者スポーツ大会推進局） 

（６）高齢者に対する季節性インフルエンザワクチン無料接種について報告

（健康医療担当) 

（７）津市観光・イベント事業維持支援事業について報告（商工観光部） 

（８）津市飲食事業者事業展開支援事業について報告（商工観光部） 

（９）津市プレミアム付商品券の販売開始について報告（商工観光部） 

（10）オンライン津まつり２０２０・津まつり展２０２０の開催について報告

（商工観光部） 

（11）秋の高虎楽座の中止について報告（商工観光部） 

（12）農林水産まつりの中止について報告（農林水産部） 

（13）久居版津がんばるマルシェの開催について報告（総合支所） 

（14）各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（健康医療担当） 

 

３ その他 
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