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新型コロナウイルス感染症対策 

２月４日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１１９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１１９回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ ２月１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、令和４年２月１日（火）、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(52)を発信しました。 

 

 ⑵ 津市政策財務部政策課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（総務部） 

   津市政策財務部政策課に勤務する職員が、新型コロナウイルスに係る検

査を受けたところ、令和４年１月３０日（日）に当該検査の結果が陽性で

あることが判明しました。 

   このことを受け、三重県津保健所による濃厚接触者等の確認が行われま

したが、当該職員は感染可能期間に出勤しておらず、市民及び他の職員に

おいて濃厚接触者等は特定されませんでした。 

   このことについては、１月３１日（月）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での公表を行いました。 

 

 ⑶ 津市上下水道事業局下水道工務課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（上下水道管理局） 

  津市上下水道事業局下水道工務課に勤務する職員１名が令和４年１月２

７日（木）に新型コロナウイルスに係る検査を受けた結果、陽性であるこ

とが判明しました。 

このことを受け、三重県津保健所による濃厚接触者等の確認が行われま

したが、他の職員において濃厚接触者等は確認されませんでした。 

また、今回陽性となった職員は、感染可能期間とされる同月２４日（月）

から２６日（水）まで、窓口等で市民に接する業務を行っていましたが、

来庁した市民の方で、当該職員との濃厚接触者等にあたる方も確認されま

せんでした。 

執務室及び共用部分については、当該津保健所の指導に基づき、職員に

よる消毒を実施しており、同月２８日（金）以降も通常どおり業務を行っ

ています。 

このことについては、同月２８日（金）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での公表を行いました。 



 

 ⑷ 津市中消防署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（消防本部） 

  津市中消防署に勤務する職員が、新型コロナウイルスに係る検査を受け

たところ、令和４年１月３１日（月）に当該検査の結果が陽性であること

が判明しました。 

このことを受け、三重県松阪保健所による濃厚接触者等の確認が行われ

ましたが、市民及び他の職員において濃厚接触者等は特定されませんでし

た。 

なお、今回の新型コロナウイルス感染者の発生による消防の出動体制へ

の影響はありませんが、引き続き、感染防止対策の徹底に努めます。 

また、当該内容については、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。 

    

 ⑸ 津市内保育所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（こども政策担当） 

   令和４年１月２８日（金）から同年２月３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。 

１月２８日（金）、津市高茶屋保育園の園児１名が、陽性であることが

判明し、濃厚接触者として園児２８名が特定されたことから、健康観察が

実施されました。 

当該保育所は、１月２８日（金）から同月２９日（土）まで、臨時休園

としました。 

また、認定こども園こどもの杜ゆたか園の園児１名が、陽性であること

が判明し、濃厚接触者として園児１９名が特定されたことから、健康観察

が実施されました。 

当該こども園は、１月２８日（金）から同月２９日（土）まで、臨時休

園となりました。 

さらに、志登茂保育園の職員１名が、陽性であることが判明し、濃厚接

触者として園児５名が特定されたことから、健康観察が実施されました。 

当該保育所は、１月２８日（金）から同月３１日（月）まで、臨時休園

となりました。 

次に、津市立芸濃こども園において、１月２７日（木）に感染が確認さ

れた５名（園児４名、職員１名）の濃厚接触者等の調査において、濃厚接

触者として園児５０名が特定されたことから、健康観察が実施されました。 



また、６名（園児４名、職員２名）が、陽性であることが判明し、濃厚

接触者として園児１０名が新たに特定されたことから、健康観察が実施さ

れました。 

当該こども園は、引き続き臨時休園としました。 

最後に、認定こども園みらいの森ゆたか園において、１月２５日（火）

に感染が確認された４名（園児１名、職員３名）に係る濃厚接触者等３０

名（園児２４名、職員６名）のうち、園児１名が陽性であることが判明し、

濃厚接触者等に特定された３０名（園児２４名、職員６名）の検査が全て

終了しました。 

なお、今回陽性が判明した当該園児１名の濃厚接触者として、園児２名

が新たに特定されたことから、健康観察が実施されました。 

臨時休園は、１月２９日（土）までとなり、同月３１日（月）から通常

保育が再開されることとなりました。 

１月２９日（土）、津市立芸濃こども園の５名（園児４名、職員１名）

が、陽性であることが判明し、濃厚接触者として園児２名が特定されたこ

とから、健康観察が実施されました。 

当該こども園は、引き続き臨時休園としました。 

また、ぼだいじＩＲＯＲＩ園の園児１名が、陽性であることが判明し、

濃厚接触者として２名（園児１名、職員１名）が特定されたことから、健

康観察が実施されました。 

臨時休園は、１月３１日（月）まで延長されることとなりました。 

１月３０日（日）、津市立芸濃こども園の５名（園児４名、職員１名）

が、陽性であることが判明し、濃厚接触者等に関する調査が進められまし

た。 

当該こども園は、引き続き臨時休園としました。 

１月３１日（月）、津市立芸濃こども園において、１月２９日（土）に

感染が判明した５名（園児４名、職員１名）の濃厚接触者等の調査におい

て、濃厚接触者として園児４名が特定されたことから、健康観察が実施さ

れました。 

また、職員１名が、陽性であることが新たに判明しましたが、濃厚接触

者等は特定されませんでした。 

臨時休園は、１月３１日（月）までとし、２月１日（火）から通常保育

を再開しました。 

   さらに、志登茂保育園の職員１名が、陽性であることが判明し、濃厚接

触者として職員４名が特定されたことから、健康観察が実施されています。 



臨時休園は、１月３１日（月）までとなり、２月１日（火）から通常保

育を再開することとなりました。 

２月１日（火）、津市栗真保育園において、１月２７日（木）に感染が

判明した園児１名の濃厚接触者として特定された園児２名について、健康

観察期間が終了した旨の連絡がありました。 

臨時休園は、２月１日（火）までとし、同月２日（水）から通常保育を

再開しました。 

２月３日（木）、津市立芸濃こども園に勤務する職員１名が陽性である

ことが判明しましたが、濃厚接触者等は特定されなかったことから、当該

こども園は、同月３日（木）以降も通常保育を継続しています。 

なお、陽性者が確認された保育所等においては、三重県津保健所の指導

に基づき施設の消毒を実施しています。 

   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、２月３日（木）、たるみ子育て支援センターに勤務する職員１名

が陽性であることが判明しましたが、当該職員は感染可能期間に出勤して

おらず、市民及び他の職員において濃厚接触者等は特定されなかったこと

から、当該子育て支援センターは、同月４日（金）以降も通常どおり開所

しています。 

２月３日（木）現在、臨時休園中の保育所及び認定こども園はありませ

ん。 

 

⑹ 津市立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（津市教育委員会） 

令和４年１月２７日（木）から同年２月２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２７日（木）、津市立修成小学校の児童２名、津市立新町小学校の

児童１名、津市立高茶屋小学校の児童２名、津市立一身田小学校の児童１

名、津市立桃園小学校の児童４名、津市立栗葉小学校の児童１名、津市立

黒田小学校の児童２名、津市立明小学校の児童２名、津市立安濃小学校の

児童２名、津市立大三小学校の児童１名及び津市立高茶屋小学校の教職員

１名、津市立芸濃小学校の教職員１名、津市立東橋内中学校の教職員１名、

津市立桃園幼稚園の教職員１名の計２２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。 

また、津市立一身田小学校の陽性者が一身田地区放課後児童クラブつく



し会を利用していたことから、三重県津保健所が当該児童クラブにおける

接触者等を確認したところ、接触者等は確認されませんでした。 

１月２８日（金）、津市立南が丘小学校の児童１名、津市立桃園小学校

の児童２名、津市立芸濃小学校の児童１名、津市立久居西中学校の生徒１

名及び津市立安濃幼稚園の園児２名の計７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。 

また、津市立南が丘小学校の陽性者が南が丘地区放課後児童クラブたん

ぽぽクラブを、津市立桃園小学校の陽性者のうち１名が桃園放課後児童ク

ラブを、津市立芸濃小学校の陽性者が椋本地区放課後児童クラブ芸濃ＫＩ

ＤＳを利用していたことから、三重県津保健所が当該児童クラブにおける

濃厚接触者等を確認したところ、濃厚接触者等は確認されませんでした。

桃園放課後児童クラブにおいては、感染拡大防止に万全を期すため、同年

１月３１日（月）を臨時休所とし、同年２月１日（火）から再開する予定

である旨の連絡を受けています。 

１月２９日（土）、津市立敬和小学校の児童１名、津市立新町小学校の

児童１名、津市立藤水小学校の児童２名、津市立高茶屋小学校の児童１名、

津市立雲出小学校の児童２名、津市立栗真小学校の児童３名、津市立西が

丘小学校の児童１名、津市立桃園小学校の児童１名、津市立栗葉小学校の

児童１名、津市立立誠小学校の児童１名、津市立芸濃小学校の児童３名、

津市立安濃小学校の児童１名、津市立一身田中学校の生徒１名、津市立白

山中学校の生徒１名及び津市立敬和小学校の教職員１名、津市立家城小学

校の教職員１名の計２２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。 

また、津市立藤水小学校の陽性者２名が藤水地区放課後児童クラブ藤っ

子会を、津市立高茶屋小学校の陽性者が広域対応型学童保育どんぐりの家

いちご組を、津市立桃園小学校の陽性者が桃園放課後児童クラブを、津市

立芸濃小学校の陽性者のうち１名が椋本地区放課後児童クラブ芸濃ＫＩＤ

Ｓを利用していたことから、三重県津保健所が当該児童クラブにおける濃

厚接触者等を確認したところ、濃厚接触者として広域対応型学童保育どん

ぐりの家いちご組を利用していた児童２名が特定されました。 

なお、広域対応型学童保育どんぐりの家いちご組においては、感染拡大

防止に万全を期すため、同年１月３１日（月）を臨時休所とするとともに、

今後の対応について検討を進める旨の連絡を受けています。 

１月３０日（日）、津市立一身田小学校の児童２名、津市立西が丘小学

校の児童１名及び津市立一身田小学校の教職員１名、津市立桃園小学校の



教職員の計５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。 

１月３１日（月）、津市立修成小学校の児童３名、津市立一身田小学校

の児童２名、津市立西が丘小学校の児童１名、津市立南が丘小学校の児童

３名、津市立千里ヶ丘小学校の児童４名、津市立芸濃小学校の児童３名、

津市立安濃小学校の児童１名、津市立橋北中学校の生徒１名、津市立橋南

中学校の生徒１名及び津市立一志中学校の教職員１名の計２０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。 

また、津市立修成小学校の陽性者のうち２名が修成地区放課後児童クラ

ブしいのみ会を、津市立南が丘小学校の陽性者のうち１名が南が丘地区放

課後児童クラブたんぽぽクラブを、津市立芸濃小学校の陽性者のうち１名

が放課後児童クラブのぞみを、それぞれ利用していたことから、三重県津

保健所が当該児童クラブにおける濃厚接触者等を確認したところ、いずれ

も濃厚接触者等は確認されませんでした。 

２月１日（火）、津市立一身田小学校の児童３名、津市立西が丘小学校

の児童１名、津市立南が丘小学校の児童２名、津市立黒田小学校の児童２

名、津市立芸濃小学校の児童１名、津市立安濃小学校の児童１名、津市立

南郊中学校の生徒１名、津市立豊里中学校の生徒１名、津市立一志中学校

の生徒１名、津市立南立誠幼稚園の園児１名及び津市立西橋内中学校と津

市立西郊中学校を巡回する教職員１名の計１５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。 

また、津市立南が丘小学校の陽性者が、いずれも南が丘地区放課後児童

クラブたんぽぽクラブを利用していたことから、三重県津保健所が当該児

童クラブにおける陽性者との濃厚接触者等を確認したところ、濃厚接触者

等は特定されませんでした。 

２月２日（水）、津市立一身田小学校の児童５名、津市立千里ヶ丘小学

校の児童１名、津市立安濃小学校の児童１名、津市立一志東小学校の児童

１名、津市立東観中学校の生徒１名の計９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。 

また、津市立一身田小学校の陽性者のうち１名が、すばる児童クラブを

利用していたことから、三重県津保健所が当該児童クラブにおける陽性者

との濃厚接触者等を確認したところ、濃厚接触者等は特定されませんでし

た。 



令和４年１月２７日（木）から同年２月２日（水）までの間に複数の陽

性者が在籍している学級を臨時休業とした学校は、津市立桃園小学校、津

市立芸濃小学校、津市立安濃小学校、津市立一身田小学校です。 

２月３日（木）現在、臨時休業を行っているのは、津市立芸濃小学校、

津市立安濃小学校、津市立一身田小学校です。 

臨時休業中の児童に対しては、各自の健康状態を確認するとともに、プ

リント、オンラインを活用した学習等により学習保障に努めます。 

その他の陽性者が確認された小学校等においては、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することとしました。 

それぞれの小学校等の保護者に向けて、児童等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、それぞれの小学校等から、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。 

 

⑺ 津市教育委員会事務局教育総務課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（教育委員会） 

  教育総務課に勤務する職員が、新型コロナウイルスに係る検査を受けた

ところ、令和４年１月２７日（木）に当該検査の結果が陽性であることが

判明しました。 

  このことを受け、三重県津保健所による濃厚接触者等の確認が行われま

したが、当該職員は感染可能期間に出勤しておらず、市民及び他の職員に

おいて濃厚接触者等は特定されませんでした。 

  今回の新型コロナウイルス感染者の発生による業務への影響はありませ

んが、引き続き、感染防止対策の徹底に努めます。 

このことについては、同月２８日（金）、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 津市立神戸小学校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（教育委員会） 

   津市立神戸小学校に勤務する職員（調理員）が、新型コロナウイルスに



係る検査を受けたところ、令和４年１月３１日（月）に当該検査の結果が

陽性であることが判明しました。 

このことを受け、三重県津保健所による濃厚接触者等の確認が行われま

したが、同校の学校関係者において濃厚接触者等は特定されませんでした。 

調理室及び共用部分については、当該保健所の指導に基づき、職員によ

る消毒を実施しており、令和４年２月１日（火）以降も通常どおり教育活

動を行っています。 

このことについては、同日、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 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２８日（金）から２月３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。 

１月２８日（金）、本学の学生３名が新型コロナウイルスに係る検査を

受けたところ、当該検査の結果が陽性であることが判明しました。 

１月３１日（月）、本学の学生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。 

本学においては、１月１７日（月）から１月３１日（月）までの対面授

業が休講となっており、また、１月３１日（月）で後期授業を終了してい

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。 

 

 ⑽ 追加接種（３回目）に係る予約状況について報告（新型コロナウイルス

ワクチン接種推進担当） 

   津市が運営する集団接種会場（津センターパレス・久居インターガーデ

ン）について、接種券発送第三弾として令和４年２月１日に９３００通を

発送したことに伴い、新たに２月２０日及び２３日の２日間１５６８回分

の予約受付を２月２日午前８時３０分から開始しました。 

 また、三重県がツッキードームに設置する県営集団接種会場については、

現在も２月５日及び６日の予約が可能であることから、引き続きいてコー

ルセンターや予約サイトにおいて、より早く接種可能な県営集団接種会場



もご利用いただくようご案内しています。 

   なお、個別接種については、市内１２７の接種協力医療機関において予

約が開始されており、現在、その状況を調査中ですが、モデルナ社製ワク

チンを使用する予約枠には余裕がある模様です。 

 

 ⑾ 二次救急輪番の特別体制終了について報告（健康医療担当） 

   現下の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大により、コロナ医療

と救急医療の受入れ体制両立確保のため、１月２８日（金）から２月４日

（金）までの間実施されている二次救急輪番の特別体制については、三重

県の「病床確保計画」における本市の緊急的なコロナ患者受入れ体制等が

整ったことから、関係医療機関による協議が行われ、当該特別体制を終了

することになりました。 



 
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１１９回） 

令和４年２月４日（金）  

午前１０時～     

津リージョンプラザ３階 

                        生活文化情報センター 

     

１ 国・県の動き 

⑴  令和４年１月２８日から２月３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 ２月１日、市長メッセージの発信について報告（健康医療担当）  

⑵ 津市政策財務部政策課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（総務部） 

⑶ 津市上下水道事業局下水道工務課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（上下水道管理局） 

⑷ 津市中消防署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（消防本部） 

⑸ 津市内保育所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（こども政策担当） 

⑹ 津市立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) 

⑺ 津市教育委員会事務局教育総務課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（教育委員会） 

⑻ 津市立神戸小学校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（教育委員会） 

⑼ 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） 

⑽ 追加接種（３回目）に係る予約状況について報告（新型コロナウイルス

ワクチン接種推進担当） 

⑾ 二次救急輪番の特別体制終了について報告（健康医療担当） 

 

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） 




















































































































































































	02　対策本部会議協議・報告事項【119回】0204
	01　対策本部会議事項書0204



