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新型コロナウイルス感染症対策 

１月２１日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１１６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１１６回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ 三重県まん延防止等重点措置の対象期間における市施設の運営に当たっ

ての基本的な対応方針について報告（税務・財産管理担当理事） 

   本市では、市施設の運営に当たって、新型コロナウイルス感染症対策と

して、換気や手指消毒など基本的な感染予防対策を徹底し、施設を安心か

つ安全にご利用いただけるよう、最大限の警戒感を持って運営していると

ころですが、令和４年１月２０日（木）に発出された「三重県まん延防止

等重点措置」（以下「重点措置」といいます。）において、本市が重点措

置区域に指定されました。 

そこで、重点措置の実施期間（令和４年１月２１日（金）～同年２月１

３日（日））における市施設（指定管理施設を含む。）の基本的な対応方

針については、下記のとおりとし、同年１月２０日付けで各所管部局に通

知しましたので報告します。 

～市施設の運営に当たっての基本的な対応方針～ 

ア 市施設の運営の基本的な対応 

市施設の運営の基本的な対応について、各施設の特性や利用の実態を

踏まえ、必要に応じて、人流の抑制と接触機会の低減を図るための入場

者の整理等や、発熱している方又は感染防止対策（マスクの着用や手指

消毒等）を行わない方の入場は避けていただくようお願いするなどの措

置（以下「接触機会低減措置」といいます。）を講じながら、通常の利

用時間により運営することとします。 

イ 大規模集客施設における接触機会低減措置の協力要請に係る対応 

    重点措置において、床面積が１，０００㎡を超える集客施設（重点措

置別紙１「協力を要請する施設」に記載される施設）における接触機会

低減措置の協力要請をしていることから、市施設のうち床面積が１，０

００㎡を超える集客施設については、接触機会低減措置を徹底すること

とします。 

ウ 県外から三重県への移動の自粛のお願いに係る対応 

    重点措置において、県外の方へ生活の維持に必要な場合等を除き三重

県への移動を避けていただくよう協力をお願いしていることから、市施

設の所管部局は、県外にお住いの方について、市施設の利用を自粛して

いただくよう協力をお願いすることとします。 



 

エ 感染防止対策の徹底に係る対応 

重点措置において、感染防止対策の徹底の協力要請をしていることか

ら、所管部局は、市施設における日常の感染防止対策を今一度点検し、

換気やご利用者に対するマスク着用、手指消毒の周知など基本的な感染

防止対策の徹底はもとより、「新しい生活様式」の実践例や業種や施設

の種別に応じたガイドラインなどを踏まえ、引き続き各施設の特性や利

用の実態に応じた適切な感染防止対策を徹底することとします。 

オ その他 

(ｱ) 市施設のご利用者や職員の感染が判明した場合の対応 

市施設のご利用者や職員の感染が判明した場合の対応については、

市内における感染状況（重症者数の推移等）を考慮しつつ、当該施

設における感染状況（感染規模、濃厚接触者等の有無、濃厚接触者

等の検査結果等）に応じて、当該施設の社会的機能（ご利用者の社

会生活への影響等）を十分に考慮の上、所管部局（指定管理施設に

おいては指定管理者）において適宜休止等の判断を行うものとしま

す。 

(ｲ) 情報提供 

     上記の対応について、市ホームページに掲載し市民への周知を図る

とともに、所管部局は、市施設のご利用者への周知を図ることとし

ます。 

また、所管部局は、市施設を運営する指定管理者その他関係団体

に対し、この対応方針を踏まえた施設運営を行うとともに、ご利用

者への情報提供を行うよう依頼することとします。 

 

 ⑵ １月２１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４年１月２０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、「三重県まん延防止等重点措置」が発出される

とともに、併せて「三重県指針 ver.１４【別冊】イベントの開催基準等」

が改定され、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、同日付けで関係部局に

通知しました。 

 

⑶ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給要件確認書の発送等



について報告（生活・暮らし支援臨時特別給付金推進担当） 

   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、現在、市生活・

暮らし支援臨時特別給付金推進室で住民基本台帳情報、令和３年度課税状

況及び特別定額給付金の申請口座の各データを突合し支給対象予定世帯を

抽出する作業等を進めており、基準日（令和３年１２月１０日）において、

世帯全員の令和３年度分の住民税が非課税である世帯（住民税非課税世帯）

に対し、支給要件を確認するための確認書を作成し、プッシュ型により令

和４年２月９日（水）から順次、確認書を発送していく予定です。 

   また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家

計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情と認められる世帯

（家計急変世帯）については申請していただく必要があり、こちらも２月

９日（水）から市生活・暮らし支援臨時特別給付金推進室（メッセウイン

グ・みえ）、市福祉政策課及び各総合支所市民福祉課（久居総合支所にあ

っては福祉課）の各窓口又は郵送で受付していく予定です。申請書は市役

所ホームページからダウンロード又は各申請窓口で入手いただけます。 

   確認書、申請書の内容を確認し、支給要件に該当した世帯に、順次、給

付金を振り込みます。 

   これら住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する専門の電話

相談窓口（コールセンター）を、２月１日（火）から令和４年３月３１日

（木）（土・日曜日、祝・休日を除く）の８時３０分から１７時１５分ま

で設置します。電話番号は「０１２０－８１２－３５０」です。 

   このことについては、昨日の市長定例記者会見で発表するとともに市議

会への報告を行いました。 

 

⑷ 接種時期の前倒しに伴う接種体制の拡充について報告（新型コロナウイ

ルスワクチン接種推進担当） 

   新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）について、当初はそ

の接種間隔を原則８ヶ月以上とされていたものが、令和３年１２月１７日

付けの国からの通知において医療従事者等および一般高齢者に対する８ヶ

月以上の経過を待たずに追加接種できる場合の考え方が、更に令和４年１

月１３日付けで３月以降の１ヶ月前倒しが通知されました。 

これにより、津市における令和４年２月の接種対象者数は６万３３００

人、また同年３月の接種対象者数は５万１１００人となり、初回接種（１

回目・２回目）を完了した方の半数以上がこの２か月間に集中することと

なったため、医療機関の協力の下、配分量が多い武田／モデルナ社製のワ



クチンを使用した接種機会を増やし、１週間あたり最大２万２５４回を確

保するなど接種能力強化を図りました。 

併せて、接種券の発送時期について見直しを行い、適切なタイミングで

お届けできるよう前倒して発送するとともに、集団接種会場の予約枠を段

階的に開放するなど、希望する方が少しでも早くかつ円滑に接種いただけ

るよう体制の拡充を行います。 

 

 ⑸ 新型コロナウイルス感染症に係る公立保育所及びこども園の休園につい

て報告（こども政策担当） 

   公立保育所及びこども園の休園については、これまで子どもの安全を優

先しながら最終接触日から２週間の協力をいただいてきたところですが、

休園により保護者の方々の就労継続や社会生活の維持も大きな課題となっ

ています。 

このことから、令和４年１月１９日（水）より、園児及び職員の陽性に

伴う、濃厚接触者及び接触者（以下「濃厚接触者等」という。）の陰性が

確認された場合、これまでの休園継続での預かり保育ではなく、下記のと

おり保育を再開（通常保育）していくこととしました。 

なお、濃厚接触者等が特定された場合、新型コロナウイルスに係る検査

結果が判明するまで全園児を対象に休園として取り扱うことは従来どおり

です。 

このことについては、同月１９日（水）に私立保育所等の各施設長宛に

通知を行うとともに、対応への協力依頼を行いました。 

ア 陽性者に係る濃厚接触者等が特定されない場合  

通常保育（現状通り） 

イ 陽性者に係る濃厚接触者等が特定された場合 

   濃厚接触者等の検査結果が判明するまで 全園児休園（現状通り） 

(ｱ) 濃厚接触者等の検査結果が陰性の場合  

翌日から全園児通常保育(変更） 

(ｲ) 濃厚接触者等（Ａ）の検査結果が陽性の場合 

ａ Ａに係る濃厚接触者等が特定されない場合  

翌日から全園児通常保育 

ｂ Ａに係る濃厚接触者等が特定された場合  

休園期間を検査結果が判明するまで延長 

      (a) 検査結果が陰性の場合 翌日から全園児通常保育 

      (b) 検査結果が陽性の場合 以降(ｲ)を繰り返す 

 



 

 ⑹ 上浜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４年１月１９日（水）及び２０日（木）に、三重県が発表した新型

コロナウイルス感染症患者それぞれ１名が、上浜保育園の職員であること

が判明しました。 

このことを受け、当該保育園における当該職員との接触者として園児３

３名が三重県津保健所により特定され、新型コロナウイルスに係る検査対

象者とされました。 

   当該保育園は、当該保健所からの指導に基づき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、令和４年１

月１９日（水）から当該検査結果が判明するまで、全園児を対象に臨時休

園としました。 

   このことについては、同月１９日（水）及び２０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。 

   なお、接触者として特定された園児３３名の検査結果が、同月２０日

（木）に全て陰性であることが判明したことから、同月２１日（金）から

通常保育を再開しました。 

 

 ⑺ 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について報

告（こども政策担当） 

   令和４年１月２０日（木）に、三重県が発表した新型コロナウイルス感

染症患者が、津市立一志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、当該こども園における当該園児との濃厚接触者として

園児５名及び接触者として園児１４名の計１９名が三重県津保健所により

特定されたことから、今後、新型コロナウイルスに係る検査を受ける予定

です。 

   当該こども園は、当該保健所からの指導に基づき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、令和４年

１月２０日（木）から当該検査結果が判明するまで、全園児を対象に臨時

休園としています。 

 

 ⑻ 三重短期大学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（三重短期大学） 



  令和４年１月１８日（火）から同月２０日（木）までの間における新

型コロナウイルス感染症患者の発生状況については以下のとおりでした。 

同月２０日（木）、本学の学生２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。 

なお、本学においては、県内の感染者の状況を鑑み、感染拡大防止の

ため同月１７日（月）から同月３１日（月）まで対面での授業を休講と

しています。 

なお、本学においては、引き続き、手洗い、マスクの着用、換気、検

温等の感染防止対策の徹底を図ります。 

このことについては、学生には、本学のホームページで周知を行って

おり、市ホームページでも、公表を行いました。 

 

 ⑼ 津市立小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） 

   令和４年１月１７日（月）から１９日（水）までの間における新型コロ

ナウイルス感染症患者の発生状況については以下のとおりでした。 

１月１７日（月）、津市立黒田小学校の児童１名、津市立栗葉小学校の

児童１名、津市立一志中学校の生徒１名及び津市立白山中学校の生徒１名

の計４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。三重県津保健所が当該小中学校４

校における当該児童生徒との接触者等を確認したところ、当該児童生徒の

接触者等は確認されませんでした。 

また、津市立栗葉小学校の陽性者は、栗葉放課後児童クラブを利用して

いたことから、三重県津保健所が当該クラブにおける当該児童との接触者

等を確認したところ、接触者として児童５名が特定され、当該検査を受け

ることとなりました。 

１月１８日（火）、津市立栗葉小学校の児童３名、津市立豊里中学校の

生徒１名、津市立久居西中学校の生徒１名及び津市立芸濃中学校の生徒１

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

の結果が陽性であることが判明しました。三重県津保健所が当該小中学校

４校における当該児童生徒との接触者等を確認したところ、当該児童生徒

の接触者等は確認されませんでした。 

１月１９日（水）、津市立豊津小学校の児童１名、津市立千里ヶ丘小学

校の児童１名及び津市立東橋内中学校の生徒１名の計３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。三重県津保健所が当該小中学校３校における接触

者等を確認したところ、接触者として津市立東橋内中学校の生徒２名が特

定され、当該検査を受けることとなりました。 

陽性者が確認された小中学校においては、三重県津保健所の指導に基づ

いた学校施設の消毒を行った上で、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、通常どおり

の教育活動を実施しています。 

また、それぞれの小中学校の保護者に向けて、児童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、それぞれの小中学校から、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、市において市議会への報告を行うとともに市ホー

ムページでの公表を行いました。 

 

⑽ 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３回、三

重県津保健所に交替で保健師１名ずつを派遣してきました。 

  昨今の感染症患者の急激な増大を踏まえ、三重県においても保健所の体

制強化をされているところですが、専門的な知識を有する保健師の派遣に

ついて、津保健所長より要請がありました。このことから、津市内でも多

く発生している感染者や、それに伴い自宅療養されている方に対して健康

観察や電話相談等を行うため、本日１月２１日（金）から再び三重県津保

健所に交替で保健師１名ずつを派遣することとしました。 

 

 ⑾ 「第２５回ひさい音楽祭」の無観客開催について報告（総合支所） 

   令和４年１月３０日（日）に、久居アルスプラザときの風ホールにおい

て開催を予定しています「第２５回ひさい音楽祭」につきましては、実行

委員会において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、無観

客での開催に変更となりました。 

なお、音楽祭当日の様子は、津市行政チャンネルの「プラザ津」で本年

３月に放送予定です。 

 

⑿ 「２０２２龍王桜マラソン大会」の中止について報告（総合支所） 



   令和４年４月１０日に開催を予定していました「２０２２龍王桜マラソ

ン大会」につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か

ら、１月１９日付けで同大会実行委員会において中止が決定されました。 

 

 ⒀ 令和４年度「君ケ野ダム公園桜まつり」の中止について報告（総合支所） 

   令和４年４月３日（日）に開催を予定していました令和４年度「君ケ野

ダム公園桜まつり」につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止の観点から、同実行委員会において中止が決定されました。 

 

 ⒁ 令和４年度「三多気桜まつり」の中止について報告（総合支所） 

   本年４月中旬に開催を予定していました令和４年度「三多気桜まつり」

につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、同実

行委員会において中止が決定されました。  



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１１６回） 

令和４年１月２１日（金）  

午前９時００分～      

本庁舎４階 庁議室     

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和４年１月１８日から１月２０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（健康医療担当） 

 

２ 報告事項 

 ⑴ 三重県まん延防止等重点措置の対象期間における市施設の運営に当たっ

ての基本的な対応方針について報告（税務・財産管理担当）  

⑵ １月２１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） 

⑶ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給要件確認書の発送等

について報告（生活・暮らし支援臨時特別給付金推進担当） 

⑷ 接種時期の前倒しに伴う接種体制の拡充について報告（新型コロナウイ

ルスワクチン接種推進担当） 

⑸ 新型コロナウイルス感染症に係る公立保育所及びこども園の休園につい

て報告（こども政策担当） 

⑹ 上浜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） 

⑺ 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について報

告（こども政策担当） 

⑻ 三重短期大学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(三重短期大学) 

⑼ 津市立小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) 

⑽ 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) 

⑾ 「第２５回ひさい音楽祭」の無観客開催について報告（総合支所） 

⑿ 「２０２２龍王桜マラソン大会」の中止について報告（総合支所） 

⒀ 令和４年度「君ケ野ダム公園桜まつり」の中止について報告（総合支所） 

⒁ 令和４年度「三多気桜まつり」の中止について報告（総合支所）  



 

３ その他 

⑴ 市内事業者からの発表について報告（健康医療担当） 








































































































































	新型コロナウイルス感染症対策　１月２１日開催　津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１１６回）開催結果
	【修正】02　対策本部会議協議・報告事項【116回】
	01　対策本部会議事項書0121
	会議資料



