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新型コロナウイルス感染症対策 

８月１６日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１３２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１３２回） 

開催結果 

１ 報告事項 

 ⑴ ７月２７日及び８月８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７月２７日（水）及び８月８日（月）、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(62)及び(63)

を発信しました。 

 

⑵ 津市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） 

   令和４年７月２２日（金）から同年８月１５日（月）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。 

所属 陽性者 発生日 

政策財務部 財政課 １名 ８月４日(木) 

政策財務部 市民税課 １名 ８月１２日(金) 

政策財務部 収税課 ３名 ８月２日(火)、８日(月)及び９日(火) 

政策財務部 特別滞納整理推進室 ２名 ７月２７日(水)及び８月４日(木) 

総務部 総務課 １名 ８月１０日(水) 

総務部 人事課 １名 ８月３日(水) 

市民部 市民課 １名 ７月３１日(日) 

市民部 市民交流課 ２名 ８月３日(水)及び７日(日) 

市民部 人権課 １名 ８月１２日（金） 

スポーツ文化振興部 スポーツ振興課 １名 ８月８日（月） 

スポーツ文化振興部 文化振興課 １名 ７月２６日（火） 

環境部 環境政策課 ２名 ８月４日(木)及び９日(火) 

環境部 環境事業課 ３名 
７月２７日(水)、８月１０日(水) 

及び１１日(木) 

健康福祉部 子育て推進課 ３名 
７月３０日(土)、８月５日(金)及び１２

日(金) 

健康福祉部 こども支援課 ２名 ７月２２日(金)及び８月９日(火) 

健康福祉部 障がい福祉課 １名 ８月１２日(金) 

健康福祉部 援護課 ２名 ７月２９日(金)及び８月８日(月) 

健康福祉部 介護保険課 １名 ７月２８日(木) 

健康福祉部 保険医療助成課 １名 ８月８日(月) 

健康福祉部 健康づくり課 ２名 ８月８日（月）及び１０日（水） 

健康福祉部 地域医療推進室 １名 ８月７日(日) 



健康福祉部 新型コロナウイルス 

ワクチン接種推進室 
２名 ７月２２日(金)及び２３日(土) 

農林水産部 農業基盤整備課 １名 ８月４日(木) 

都市計画部 交通政策課 １名 ７月３１日(日) 

都市計画部 津駅前北部土地区画 

整理事務所 
１名 ８月１０日(水) 

都市計画部 建築指導課 １名 ８月７日(日) 

建設部 建設政策課 １名 ７月２６日(火） 

建設部 事業調整室 ２名 ８月３日(水)及び８日(月) 

建設部 建設整備課 １名 ７月２７日(水) 

建設部 河川排水推進室 １名 ８月８日(月) 

建設部 市営住宅課 １名 ７月２９日(金) 

久居総合支所 地域振興課 ２名 ７月２３日(土)及び８月１２日(金) 

久居総合支所 市民課 １名 ８月３日(水) 

久居総合支所 福祉課 ２名 ８月３日(水)及び１４日(日) 

河芸総合支所 地域振興課 １名 ８月１日(月) 

美里総合支所 地域振興課 １名 ７月２６日(火) 

香良洲総合支所 地域振興課 ３名 ８月２日(火)、６日(土)及び８日(月) 

一志総合支所 地域振興課 １名 ８月１２日(金) 

白山総合支所 地域振興課 １名 ８月９日(火) 

美杉総合支所 地域振興課 １名 ８月４日(木) 

上下水道事業局 水道工務課 １名 ８月１２日(金) 

上下水道事業局 下水道工務課 ２名 ７月２５日(月)及び８月６日(土) 

上下水道管理局 上下水道管理課 １名 ８月６日(土) 

消防本部 消防救急課 １名 ８月８日(月) 

消防本部 中消防署 １３名 

７月２３日(土)、２６日(火)、２７日

(水)、２９日(金)、３０日(土)、８月１

日(月)、１１日(木)及び１３日(土) 

消防本部 中消防署西分署 ６名 ８月１日(月)、２日(火)、及び５日(金) 

消防本部 北消防署 １名 ７月２６日(火) 

消防本部 北消防署河芸分署 ２名 ８月１３日(土)及び１４日(日) 

消防本部 久居消防署 ３名 ８月１日(月)、２日(火)及び３日(水) 

消防本部 久居消防署美里分署 ２名 ８月１４日(日) 

教育委員会事務局 教育総務課 ３名 
７月２８日(木)、８月８日(月) 

及び１４日(日) 

教育委員会事務局 教育研究支援課 １名 ８月９日(火) 



教育委員会事務局 人権教育課 ２名 ７月２４日(日)及び８月４日(木) 

教育委員会事務局 久居教育事務所 ２名 ８月１日(月)及び１１日(木) 

教育委員会事務局 芸濃教育事務所 １名 ７月２３日(土) 

教育委員会事務局 河芸図書館 １名 ８月２日(火) 

教育委員会事務局 一志図書館 ２名 ８月２日(火)及び５日(金) 

計 102 名  

   上記の職員における新型コロナウイルス感染者の発生による市民サービ

スの影響はありませんでした。 

   このことについては、市ホームページでの公表を行いました。 

 

⑶ 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７月２２日（金）から同年８月１５日（月）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、１８か所の保育所

等で発生し、陽性者は園児３１名、職員３３名、濃厚接触者は園児２１名、

職員２名でした。 

   当該期間中、臨時休園等が実施した施設はありませんでした。 

また、それぞれの保育所等の保護者に向けて、園児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、それぞれの保育所等から、緊急メール等にてご理解とご

協力をお願いしました。 

   このことについては、市ホームページでの公表を行いました。 

 

⑷ 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） 

令和４年７月２２日（金）から同年８月１５日（月）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、児童等が７０校で

１，０８９人（小学校及び義務教育学校前期課程：６９４人、中学校及び

義務教育学校後期課程：３８４人、幼稚園１１人）及び教職員が４８校で

８５人（小学校及び義務教育学校前期課程：５４人、中学校：２５人、幼

稚園６人）の合計１，１７４人でした。 

当該期間中、臨時休業を実施した学校等はありませんでした。 

陽性者が確認された学校等においては、通常どおりの教育活動を実施す

るとともに、それぞれの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し、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。 

また、令和４年７月２２日（金）から同年８月１５日（月）までの間に

５つの放課後児童クラブで臨時休所を行いました。 

このことについては、市ホームページでの公表を行いました。 

 

⑸ 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７月２２日（金）から同年８月１５日（月）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、学生６名及び教職

員３名の合計９名でした。 

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、学生及び教職員に本学のホームページで周知を行

っており、市ホームページにおいても公表を行いました。 

 

 ⑹ 津市税務総合窓口等運営業務委託業者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（税務・財産管理担当） 

   本市が税務総合窓口等運営業務を委託している株式会社エコシティサー

ビスから、窓口等業務の従事者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４年８月１２日（金）に検査の結果が陽性であることが

判明したとの報告がありました。また、このことを受けて、当該従事者と

の濃厚接触者について確認をしたところ、濃厚接触者の基準に該当する方

はいませんでした。 

なお、窓口については、通常どおり業務を行っています。 

このことについては、市ホームページでの公表を行いました。 

 

⑺ 津市市民課窓口等業務委託業者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（市民部） 

  本市が市民課窓口等業務を委託している株式会社エコシティサービスか

ら、窓口等業務の従事者が新型コロナウイルス感染症の陽性であることが

判明したと、７月２５日（月）に１名、７月２６日（火）に１名の報告が

ありました。 



なお、窓口については、７月２６日（火）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、市ホームページでの公表を行いました。 

 

⑻ 津市民テニスコートの指定管理者の職員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（スポーツ文化振興部） 

津市民テニスコートの指定管理者である三幸・三重県生涯スポーツ協

会グループから、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４年８月３日（水）に検査の結果が陽性であることが判明し、

当該施設における濃厚接触者は特定されなかったとの報告がありました。 

  今回の新型コロナウイルス感染症患者の発生による施設利用等への影

響はありません。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５日（金）に市ホームページでの公表を行

っております。 

 

⑼ 津市産業・スポーツセンターの指定管理者の職員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（スポーツ文化振興部） 

  津市産業・スポーツセンターの指定管理者である津市スポーツ・メッ

セネットワークから、職員４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４年８月８日（月）、１０日（水）、１１日（木・祝）

及び１４日（日）に検査の結果が陽性であることが判明し、当該施設に

おける濃厚接触者は特定されなかったとの報告がありました。 

  今回の新型コロナウイルス感染症患者の発生による施設利用等への影

響はありません。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、既に市及び指定管理者ホームページでの公表を

行っております。 

 

⑽ 指定介護老人福祉施設津市特別養護老人ホームきずなにおける新型コ

ロナウイルス感染症患者の発生について報告（健康福祉部） 

指定介護老人福祉施設津市特別養護老人ホームきずなの職員１名が、

新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けたところ、令和４年８月７

日（日）に当該検査の結果が陽性であることが判明し、同月９日（火）

に入所者１名及び職員１名が、陽性であることが判明したとの報告が、

同日に当該施設の指定管理者である社会福祉法人あけあい会からありま

した。 



その後、同月１１日（木）までに感染が確認された者は入所者８名及

び職員４名の合計１２名になったとの報告が、同月１２日（金）に同法

人からありました。 

このことから、介護老人福祉施設及びショートステイの新規受入れを

中止しました。これを受けて、施設の休止に伴う代替サービスが必要な

方への対応を行うとともに、サービスを再開する場合等は介護支援専門

員等に案内します。 

今後も引き続き感染の状況を注意深く観察するとともに、感染拡大防

止に万全を期していきます。 

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。 

 

⑾ 津市介護老人保健施設つつじの里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（健康福祉部） 

津市介護老人保健施設つつじの里の入所者３名が新型コロナウイルス

感染症に係る検査を受けたところ、令和４年８月７日（日）に当該検査

の結果が陽性であることが判明し、同月８日（月）に入所者１名及び職

員１名が、陽性であることが判明したとの報告が、同月９日（火）に当

該施設の指定管理者である社会福祉法人あけあい会からありました。 

その後、同月１１日（木）までに感染が確認された者は入所者１１名

及び職員４名の合計１５名になったとの報告が、同月１２日（金）に同

法人からありました。 

このことから、訪問リハビリテーション及び居宅介護支援の事業は継

続しますが、介護老人保健施設及びショートステイの新規受入れを中止

するとともに、通所リハビリテーションの利用については８月１１日

（木）から休止しています。これを受けて、施設の休止に伴う代替サー

ビスが必要な方への対応を行うとともに、サービスを再開する場合等は

介護支援専門員等に案内します。 

今後も引き続き感染の状況を注意深く観察するとともに、感染拡大防

止に万全を期していきます。 

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。 

 

 

 



⑿ 津市運動施設（安濃地域）の指定管理者の職員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（総合支所） 

  津市運動施設（安濃地域）の指定管理者である三幸・三重県生涯スポ

ーツ協会グループから、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４年８月２日（火）に検査の結果が陽性であることが

判明したこと及び当該職員との濃厚接触者等は特定されなかったとの報

告がありました。 

今回の新型コロナウイルス感染症患者の発生による施設利用等への影

響はありません。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、既に市ホームページでの公表を行いました。 

 

⒀ 一志温泉やすらぎの湯清掃業務委託業者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（総合支所） 

本市が一志温泉やすらぎの湯清掃業務を委託している有限会社三重伸明

から、清掃業務の従事者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４年７月２８日（木）に検査の結果が陽性であることが判明し

たこと及び当該従事者との濃厚接触者等は特定されなかったとの報告があ

りました。 

このことから、一志温泉やすらぎの湯については、７月２９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、市ホームページでの公表を行いました。 

 

 ⒁ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の

申請期限の延長について報告（健康福祉部） 

生活困窮者支援における「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支

援金」及び「住居確保給付金の特例措置」について、令和４年８月末まで

としていた申請期限が令和４年９月末まで延長されます。 

なお、これらについては、市ホームページにて周知を行う予定です。 

 

⒂ 三重県津保健所への市保健師派遣について報告（健康医療担当） 

令和４年度における三重県津保健所への津市保健師の派遣については、

新型コロナウイルス感染症の第６波では、昨年度に引き続き令和４年５月

末日まで、月曜日から土曜日まで、木曜日及び日曜日を除く３２日間、延

べ３３人を派遣しました。 

   本年６月は、第６波も少し落ち着いてきたことから派遣していませんで



したが、徐々に増加し始めた７月は、週１日、月曜日に５日間、延べ５人

を派遣しました。 

その後、急速に感染が拡大した第７波を受けて、８月に入ってからは、

本日まで、月曜日から土曜日まで、木曜日及び日曜日を除く１２日間、延

べ１２人を派遣しており、今後も感染拡大が収まらないことから、引き続

き派遣することとしています。 

 

⒃ 宮踊りの中止について報告（総合支所） 

  令和４年８月１５日（月）に開催を予定していました三重県指定無形民

俗文化財の香良洲町「宮踊り」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等、

現下の情勢に鑑み、津市香良洲町宮踊り実行委員会において中止が決定さ

れました。 

 

⒄ 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） 



 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１３２回） 

 

令和４年８月１６日（火） 

 午後３時００分～     

本庁舎４階 庁議室   

                      

１ 国・県の動き 

⑴  令和４年７月２２日から８月１５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  ７月２７日及び８月８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） 

⑷  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） 

⑸  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） 

⑹  津市税務総合窓口等運営業務委託業者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（税務・財産管理担当） 

⑺  津市市民課窓口等業務委託業者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（市民部） 

⑻  津市民テニスコートの指定管理者の職員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（スポーツ文化振興部） 

⑼  津市産業・スポーツセンターの指定管理者の職員における新型コ

ロナウイルス感染症患者の発生について報告（スポーツ文化振興部） 

⑽  指定介護老人福祉施設津市特別養護老人ホームきずなにおける新

型コロナウイルス感染症患者の発生について報告（健康福祉部） 

⑾  津市介護老人保健施設つつじの里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（健康福祉部） 

⑿  津市運動施設（安濃地域）の指定管理者の職員における新型コロ

ナウイルス感染症患者の発生について報告（総合支所） 



 以下会議資料 
⒀  一志温泉やすらぎの湯清掃業務委託業者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（総合支所） 

⒁  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給

付金の申請期限の延長について報告（健康福祉部） 

⒂  三重県津保健所への市保健師派遣について報告（健康医療担当） 

⒃  宮踊りの中止について報告（総合支所） 

⒄  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 

⑴ 市内事業者からの発表について報告（健康医療担当） 
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