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新型コロナウイルス感染症対策 

８月２３日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１０６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。 

 



津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１０６回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ ８月２０日、市長メッセージの発信について報告（危機管理部） 

   市長が、令和３年８月２０日（金）、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(42)を発信しました。 

 

 ⑵ 津市市民部アストプラザに勤務する職員の新型コロナウイルスへの感染

について報告（市民部） 

   市民部アストプラザに勤務する職員（６０代男性）が、令和３年８月２

０日（金）に新型コロナウイルスに係る検査を受けたところ、陽性である

ことが判明しました。 

当該職員は、来庁者や他の職員と接触する機会が極めて少ない業務に従

事しており、三重県津保健所の調査の結果、市民の方との接触はなく他の

職員においても濃厚接触者及び接触者は確認されませんでしたので、職員

による消毒を行った上で、通常どおり業務を行っています。アストプラザ

においては、今後も引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に

努めていきます。 

このことについては、同月２１日（土）、市において市議会への報告を

行うとともに、市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表

を行いました。 

 

 ⑶ 津市立一志こども園における新型コロナウイルス感染症患者の発生の続

報について報告（こども政策担当） 

   令和３年８月１４日（土）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ６８９２例目）が、津市立一志こども園

の園児であることが判明し、濃厚接触者として特定された園児１７名と接

触者として特定された職員７名の計２４名のうち、園児１名が陽性（三重

県発表 県内延べ７５９３例目）、２３名が陰性であることが判明しまし

た。 

このことを受け、当該こども園の全園児を対象とした臨時休園について

は、当初の予定どおり同月２７日（金）までとしますが、臨時休園中にお

いて家庭保育が困難で保育の提供が必要な園児については、感染防止対策



の徹底に努めた上で、同月１９日（木）から当該こども園での受入れを行

いました。 

なお、三重県津保健所より自宅での健康観察を指導されている園児は引

き続き家庭保育となります。 

当該こども園においては、引き続き園児等に対して偏見が生じないよう

人権に配慮した対応を行うとともに、保護者への臨時休園に係る情報提供

や園児の体調の変化などの状況把握を行い、保護者及び園児の不安な思い

に対し、当該保健所と連携を図りながら丁寧な対応に努め、同月２８日

（土）からの通常保育の再開に向けて取り組みます。 

   このことについては、同月１８日（水）及び１９日（木）に市において

市議会への報告を行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホーム

ページでの公表を行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めてまいります。 

 

 ⑷ 津市乙部保育園における新型コロナウイルス感染症患者の発生について

報告（こども政策担当） 

   令和３年８月２０日（金）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ８２４０例目）が、津市乙部保育園の園

児であることが判明しました。 

このことを受け、当該保育園内での当該園児との濃厚接触者１４名（園

児１２名及び職員２名）が新型コロナウイルスに係る検査対象者として三

重県津保健所により特定されたことから、当該検査を受ける予定です。 

当該保育園は、同月２０日（金）に三重県津保健所からの指導に基づき

業者による施設の消毒を実施しましたが、利用者の安全確保及び感染拡大

防止に万全を期すため、同月２０日（金）から同月３１日（火）まで、全

園児を対象に臨時休園とします。 

   このことについては、同月２０日（金）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めてまいります。 

 

 



 ⑸ 津市内の私立幼保連携型認定こども園における新型コロナウイルス感染

症患者の発生について報告（こども政策担当） 

   令和３年８月２１日（土）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ８６７４例目）が、藤認定こども園の園

児であることが判明しました。 

このことを受け、当該こども園内での当該園児との濃厚接触者として園

児２４名が三重県津保健所により特定されたことから、健康観察が実施さ

れています。 

当該こども園は、同月２１日（土）に三重県津保健所からの指導に基づ

き施設の消毒を実施するとともに、利用者の安全確保及び感染拡大防止に

万全を期すため、同月２１日（土）から同年９月１日（水）まで、全園児

を対象に臨時休園とします。 

   このことについては、同月２１日（土）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めてまいります。 

 

 ⑹ 津市内の私立認可保育所における新型コロナウイルス感染症患者の発生

について報告（こども政策担当） 

   令和３年８月２２日（日）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者（三重県発表 県内延べ９１０５例目）が、三重保育院乳児保育

所の園児であることが判明しました。 

このことを受け、当該保育所内での当該園児との濃厚接触者として園児

３５名が三重県津保健所により特定されたことから、健康観察が実施され

ています。 

当該保育所は、三重県津保健所からの指導に基づき施設の消毒を実施す

るとともに、利用者の安全確保及び感染拡大防止に万全を期すため、当該

保育所及び三重保育院を同月２３日（月）から同年９月２日（木）まで、

全園児を対象に臨時休園とします。 

   このことについては、同月２２日（日）に市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別



支援金の交付の手続きを進めてまいります。 

 

 ⑺ 津市立敬和小学校、津市立白塚小学校及び津市立みさとの丘学園におけ

る新型コロナウイルス感染症患者の発生について報告（教育委員会） 

   津市立敬和小学校、津市立白塚小学校及び津市立みさとの丘学園の児童

３名（各校１名ずつ）が、新型コロナウイルスに係る検査を受けたところ、

令和３年８月１７日（火）に、当該検査の結果がいずれも陽性であること

が判明しました。 

当該児童は、いずれも感染可能期間に登校しておらず、三重県津保健所

により、それぞれの小学校及び義務教育学校において濃厚接触者及び接触

者は確認されなかったことから、それぞれの小学校及び義務教育学校は今

後も通常どおりの教育活動を行うこととしました。 

それぞれの小学校及び義務教育学校においては、手洗い、マスクの着用、

換気、検温等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底して

いきます。 

なお、同月１７日（火）及び１８日（水）には、それぞれの小学校及び

義務教育学校の保護者に向けて、児童が新型コロナウイルス感染症に係る

検査を受けた結果、陽性であることが判明したことや、今後の対応につい

てお知らせするとともに、誹謗中傷や情報の不用意な拡散等がないよう、

それぞれの小学校及び義務教育学校から、緊急メール配信等にてご理解と

ご協力をお願いしました。 

このことについては、同月１８日（水）、市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

 

 ⑻ 津市立香海中学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生につい

て報告（教育委員会） 

   津市立香海中学校の生徒１名が、新型コロナウイルスに係る検査を受け

たところ、当該検査の結果が陽性であることが判明しました。 

当該生徒は感染可能期間に登校しておらず、三重県津保健所により、当

該中学校において濃厚接触者及び接触者は確認されなかったことから、当

該中学校は今後も通常どおりの教育活動を行うこととしました。 

当該中学校においては、手洗い、マスクの着用、換気、検温等の新型コ

ロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底していきます。 



なお、同月１８日（水）には、当該中学校の保護者に向けて、生徒が新

型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、陽性であることが判明

したことや、今後の対応についてお知らせするとともに、誹謗中傷や情報

の不用意な拡散等がないよう、当該中学校から、緊急メール配信等にてご

理解とご協力をお願いしました。 

このことについては、同月１９日（木）、市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

 

 ⑼ 津市立橋北中学校に勤務する教職員の新型コロナウイルスへの感染につ

いて報告（教育委員会） 

   津市立橋北中学校の教職員１名が、新型コロナウイルスに係る検査を受

けたところ、令和３年８月１８日（水）に、当該検査の結果が陽性である

ことが判明しました。 

当該教職員は感染可能期間に出勤しておらず、三重県津保健所により、

当該中学校において濃厚接触者及び接触者は確認されなかったことから、

当該中学校は今後も通常どおりの教育活動を行うこととします。 

なお、同月１８日（水）には、当該中学校の保護者に向けて、教職員が

新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、陽性であることが判

明したことや、今後の対応についてお知らせするとともに、誹謗中傷や情

報の不用意な拡散等がないよう、当該中学校から、緊急メール配信等にて

ご理解とご協力をお願いしました。 

このことについては、同月１９日（木）、市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

 

 ⑽ 津市立南立誠小学校等における新型コロナウイルス感染症患者の発生に

ついて報告（教育委員会） 

   津市立南立誠小学校の児童１名、津市立北立誠小学校の児童１名、津市

立敬和小学校の児童１名、津市立藤水小学校の児童１名及び津市立芸濃小

学校の児童２名の計６名が、新型コロナウイルスに係る検査を受けたとこ

ろ、当該検査の結果がいずれも陽性であることが判明しました。 

当該児童は、いずれも感染可能期間に登校しておらず、三重県津保健所

により、それぞれの小学校において濃厚接触者及び接触者は確認されませ



んでした。 

それぞれの小学校においては、手洗い、マスクの着用、換気、検温等の

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底していきます。 

なお、同月１９日（木）及び２０日（金）には、それぞれの小学校の保

護者に向けて、児童が新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、

陽性であることが判明したことや、今後の対応についてお知らせするとと

もに、誹謗中傷や情報の不用意な拡散等がないよう、それぞれの小学校か

ら、緊急メール配信等にてご理解とご協力をお願いしました。 

このことについては、同月２０日（金）、市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

 

 ⑾ 津市立南が丘小学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生につ

いて報告（教育委員会） 

   津市立南が丘小学校の児童１名が、新型コロナウイルスに係る検査を受

けたところ、当該検査の結果が陽性であることが判明しました。 

当該児童は感染可能期間に登校しておらず、三重県津保健所により、当

該小学校において濃厚接触者及び接触者は確認されませんでした。 

当該小学校においては、手洗い、マスクの着用、換気、検温等の新型コ

ロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底していきます。 

なお、同月１９日（木）には、当該小学校の保護者に向けて、児童が新

型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、陽性であることが判明

したことや、今後の対応についてお知らせするとともに、誹謗中傷や情報

の不用意な拡散等がないよう、当該小学校から、緊急メール配信等にてご

理解とご協力をお願いしました。 

このことについては、同月２１日（土）、市において市議会への報告を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

 

 ⑿ 津市立東橋内中学校及び津市立橋南中学校における新型コロナウイルス

感染症患者の発生について報告（教育委員会） 

   津市立東橋内中学校の生徒１名及び津市立橋南中学校の生徒１名が、新

型コロナウイルスに係る検査を受けたところ、当該検査の結果がいずれも

陽性であることが判明しました。 



当該生徒は、いずれも感染可能期間に登校しておらず、三重県津保健所

により、それぞれの中学校において濃厚接触者及び接触者は確認されませ

んでした。 

それぞれの中学校においては、手洗い、マスクの着用、換気、検温等の

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底していきます。 

なお、同月２１日（土）及び２２日（日）には、それぞれの中学校の保

護者に向けて、生徒が新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、

陽性であることが判明したことや、今後の対応についてお知らせするとと

もに、誹謗中傷や情報の不用意な拡散等がないよう、それぞれの中学校か

ら、緊急メール配信等にてご理解とご協力をお願いしました。 

このことについては、同月２２日（日）、市において市議会への連絡を

行うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を

行いました。 

 

 ⒀ 三重県まん延防止等重点措置に係る市施設の対応方針について報告（税

務・財産管理担当） 

   三重県は、令和３年８月１７日（火）に「三重県まん延防止等重点措置」

（以下「重点措置」という。）を発出し、同月２０日（金）から翌９月１

２日（日）までを措置実施期間として、津市を含む９市８町が重点措置区

域に指定されました。 

重点措置においては、飲食店等に対して、２０時までとする営業時間短

縮の要請並びに酒類及びカラオケ設備の提供自粛を要請するとともに、集

会場等、ホテル等、運動施設、遊興施設、サービス業等の施設を運営する

事業者に対して、２０時までとする営業時間短縮の要請（床面積１,００

０㎡超）又は働きかけ（１,０００㎡以下）がなされています。 

また、県境を越える移動の自粛や市町が管理するバーベキュー場等の屋

外飲食施設に係る新規予約の停止についても、重点措置において引き続き

要請されています。 

このことを受け、本市の公共施設については、措置実施期間中、働きか

けの部分を含め、下記のとおり対応することとし、また、公共施設を運営

する指定理者や関係団体等からも情報を発信するよう、同月１８日（水）、

関係部局に通知しました。 

なお、このことについては、同月１９日（木）に、市議会への報告を行

うとともに市政記者クラブへの情報提供及び市ホームページにて公表しま



した。 

【対応方針】 

① 市施設のうちレストラン、宿泊施設、観光センター等の飲食営 

業部分については、営業時間を２０時までに短縮し、酒類及びカ

ラオケ設備の提供を停止することとします。 

② 文化センター、集会機能を有する施設、スポーツ施設、生活必 

需サービスを除く温浴施設等について、床面積に関わらず、開館

時間を２０時までに短縮することとします。 

③ 時間短縮を行う施設のうち、利用予約が出来る施設にあっては、

２０時以降の新規予約は停止し、予約済の利用者等に対しては、

２０時までの時間短縮について協力をお願いすることとします。 

④ 市施設の観光施設、公園等におけるバーベキュー場、キャンプ 

場等の屋外飲食が可能な部分について、引き続き新規予約を停止

することとします。 

⑤ 密になることが想定される施設については、入場者の整理・誘 

導などによる感染防止対策の徹底に努めます。 

⑥ 県外からの利用については、引き続き自粛について協力をお願 

いすることとします。 

⑦ 時間短縮、休止等を行う施設については、市ホームページに掲 

載し、市民への周知を図ります。 

 

⒁ 新型コロナワクチンの２９歳以下の接種について報告（健康医療担当） 

   ２９歳から１２歳までの方へのワクチン接種は、令和３年８月２５日

（水）８時３０分から予約を開始します。 

   個別接種では、８月から９月中に予約可能な１９医療機関及び、９月中

に予約可能な５４医療機関、合わせて７３医療機関のリストを公表すると

ともに、１６歳未満への接種が可能な５５医療機関のリスト（保護者同伴

の有無含む）も同時に公表し、これらの接種協力医療機関での接種予約が

可能となっていることをお知らせしています。 

   一方で集団接種は、津センターパレス及び久居インターガーデンの２会

場で、９月の予約枠を計８１６回追加するとともに、１０月以降は木、土、

日曜日のそれぞれの開設時間を各１時間延長し、１１月末までに計１０,

４７５回の予約枠を設定し、８月２５日（水）８時３０分より予約を受け

付けます。既に予約されている方も、変更手続きができます。 



なお、イオンモール津南会場は、賃借契約満了により９月３０日（木）

で閉鎖します。 

 

 ⒂ アストラゼネカ社製のワクチンの接種について報告(健康医療担当) 

   三重県において実施される、アストラゼネカ社製のワクチンを使用する

接種会場が、三重大学医学部附属病院で９月から開始されることとなりま

した。 

対象者は、他社のワクチン(ファイザー社、モデルナ社)の成分に対して、

アレルギーなどがあるか、海外でアストラゼネカ社製のワクチンを１回接

種した１８歳以上の県内在住者で、この方々の予約は８月２６日（木）か

ら県のホームページまたは電話で予約を受け付けるとされています。また、

同月２９日（日）からは、４０歳以上でアストラゼネカ社製のワクチン接

種を希望する人の予約も開始されます。具体的には９月６日から同月１６

日までの月曜日と木曜日に１回目の接種が行われ、８週の間隔をおいて２

回目の接種が行われます。定員は１２０名とのことです。予約の詳細につ

いては、県からの情報をもとに市ホームページでもご案内する予定です。 

 

 ⒃ 新型コロナウイルス感染症対策に係る三重県津保健所への保健師の派遣

について報告(健康医療担当) 

   これまで、津市では三重県知事からの派遣依頼に基づき、過去２回、三

重県津保健所に保健師１名を交代で派遣してきました。 

   昨今の感染患者の増大を踏まえ、三重県においても自宅療養者の聞き取

り等体制強化を実施されたところですが、専門的な知識を有する保健師の

派遣について、要請がありました。このことから、津市内でも多くの感染

者やそれに伴い自宅療養されている方に対する、健康観察や電話相談等を

行うため、明日８月２４日（火）から再び、三重県津保健所に交替で保健

師１名を派遣することとしました。 

 

 ⒄ まん延防止等重点措置適用に伴う津市立小・中・義務教育学校の対応に

ついて報告（教育委員会） 

   三重県に「まん延防止等重点措置」が適用され、本市が「特に重点措置

を講じる区域」に指定されることに伴い、津市立小・中・義務教育学校に

おいては、新学期を迎えるにあたって、家庭等から学校に、学校から家庭

等にウイルスを「持ち込まない」「広げない」よう、あらためて基本的な



感染防止対策の強化及び健康管理の徹底を行います。 

主な取組としては 

   ① 令和３年９月１日（水）から同月３日（金）までを健康管理徹底期

間とし、児童生徒の健康状態の把握を徹底するとともに、児童生徒

同士の接触のリスクを低減するため、午前中授業（給食後下校）と

します。 

   ② 登校時の検温結果の確認及び健康状態の把握を、校舎または教室に

入る前に行います。家庭で体温や健康状態を確認できなかった児童

生徒については、登校時または入室時に教職員が検温及び健康観察

を行います。 

   ③ 児童生徒及び同居の家族等（これまでは、児童生徒本人のみ）に発

熱等の風邪症状がある場合は、登校を控えるよう保護者へ依頼し、

対応を強化しました。 

   ④ 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル『学校の新しい生活様式』Ver．６ 文部科学省」に示されてい

る「感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動」につい

ては、措置が解除されるまで延期を検討します。 

   ⑤ 授業参観等の一定の人数が来校するような活動や外部から講師等を

招聘する学校行事等はオンラインによる実施もしくは措置が解除さ

れるまで延期します。 

   ⑥ 部活動については、８月２０日（金）から９月５日（日）までの間、

活動を自粛します。 

   これらのことについては、同月１９日（木）に各学校長宛てに通知する

とともに、同月２０日（金）に各学校から保護者に向けて感染防止及び健 

康管理の徹底について緊急連絡メール等でご協力をお願いしました。 

 

 ⒅ ８月２０日以降の津市主催イベント開催の判断について報告（危機管理

部） 

   令和３年８月１７日に開催された三重県新型コロナウイルス感染症対策

本部本部員会議において決定された「三重県まん延防止等重点措置」と、

併せて「三重県指針 ver.１２【別冊】イベントの開催基準等」が一部改

訂され、当該措置等を踏まえた県主催のイベントの開催基準も発出された

ことから、本市の取り扱いについても整理し、同月１８日付けで関係部局

に通知しました。 



津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１０６回） 

 

令和３年８月２３日（月） 

午後３時００分～     

本庁舎４階 庁議室    

 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年８月１８日から８月２２日までの三重県津保健所管内及び三

重県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） 

 ⑵ 国・三重県の状況について報告（危機管理部） 

 

２ 報告事項 

 ⑴ ８月２０日、市長メッセージの発信について報告（危機管理部） 

 ⑵ 津市市民部アストプラザに勤務する職員の新型コロナウイルスへの感

染について報告（市民部） 

 ⑶ 津市立一志こども園における新型コロナウイルス感染症患者の発生の

続報について報告（こども政策担当） 

 ⑷ 津市乙部保育園における新型コロナウイルス感染症患者の発生につい

て報告（こども政策担当） 

 ⑸ 津市内の私立幼保連携型認定こども園における新型コロナウイルス感

染症患者の発生について報告（こども政策担当） 

 ⑹ 津市内の私立認可保育所における新型コロナウイルス感染症患者の発

生について報告（こども政策担当） 

 ⑺ 津市立敬和小学校、津市立白塚小学校及び津市立みさとの丘学園にお

ける新型コロナウイルス感染症患者の発生について報告（教育委員会） 

 ⑻ 津市立香海中学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生につ

いて報告（教育委員会） 

 ⑼ 津市立橋北中学校に勤務する教職員の新型コロナウイルスへの感染に

ついて報告（教育委員会） 

 ⑽ 津市立南立誠小学校等における新型コロナウイルス感染症患者の発生

について報告（教育委員会） 

 ⑾ 津市立南が丘小学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生に

ついて報告（教育委員会） 

以下会議資料 



 ⑿ 津市立東橋内中学校及び津市立橋南中学校における新型コロナウイル

ス感染症患者の発生について報告（教育委員会） 

 ⒀ 三重県まん延防止等重点措置に係る市施設の対応方針について報告

（税務・財産管理担当） 

 ⒁ 新型コロナワクチンの２９歳以下の接種について報告（健康医療担当） 

 ⒂ アストラゼネカ社製のワクチンの接種について報告(健康医療担当) 

 ⒃ 新型コロナウイルス感染症対策に係る三重県津保健所への保健師の派

遣について報告(健康医療担当) 

 ⒄ まん延防止等重点措置適用に伴う津市立小・中・義務教育学校の対応

について報告（教育委員会） 

 ⒅ ８月２０日以降の津市主催イベント開催の判断について報告（危機管

理部） 

 

３ その他 

 ⑴ 市内事業者からの発表について報告（危機管理部） 
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