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新型コロナウイルス感染症対策 

４月２０日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１２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。 
 



令和２年４月２０日

４月２０日開催
津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１２回）

開催結果

新型コロナウイルス感染症対策

4/12 第8回対策本部会議 4/15 第9回対策本部会議
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津市久居アルスプラザ  
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から  
６月６日のオープンを１０月１日に延期  

・  
市民サービスコーナー開設 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和２年４月２０日

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

津市久居アルスプラザ

６月６日のオープンを１０月１日に延期

市民サービスコーナー開設
・



現状を踏まえ決定した対応①

●新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が全国に拡大されるなど、今後１～
２カ月で感染症の拡大が終息することは見込めない

●昨年６月から施設の予約を開始し、ときの風ホールやギャラリー、アートスペー
スなどの利用予約を既にいただいている

●舞台開きなどで発表いただく方々の練習環境も確保し難い状況

①竣工式・内覧会は中止。グランドオープンは１０月１日（木）とし ９月末にグランド
オープニングセレモニーを開催（日程は調整でき次第公表）。グランドオープンの判
断は１カ月前までに行い、オープンできないと判断した場合は、セレモニーも含め
て３カ月後に順次延期。 ※グランドオープン延期予定日:令和３年１月４日（月）、
次回延期予定日:令和３年４月１日（木）。セレモニーは前月末に開催

現 状

対 応

②オープニングシチズンデイのイベントは、来年６月の開催に向けて調整
高嶋ちさ子氏のコンサートは、延期または中止



現状を踏まえ決定した対応②

③６月６日（土）からグランドオープンの前日まではプレオープン期間とします。既に
この期間に施設利用の予約をしていただいている場合は次のいずれかでの対応
とさせていただきます。またプレオープン期間中の新規予約の受け付けは中止
させていただきます。

対 応

参加人数の制限や「３つの密」
を避けるなどの感染拡大防止
策を実施する場合のみ可能
※なお、緊急事態宣言が発令
されている場合など施設の
貸し出し休止時はご利用い
ただけません。

既に納めていただ
いている料金の全
額を返金。

来年５月までの通常の振り
替えに加え、来年６～９月の
間への優先振り替えも可能
※来年６～９月の一般予約
は、振り替え後の空き状
況での受け付けとなりま
す。

６月６日～９月３０日（グランドオープン前日）までの予約分

利用を中止 利用を延期 利用
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現状を踏まえ決定した対応③

④共用スペースは新型コロナウイルス感染症拡大防止策の下、ご利用いただき、
カフェについては、グランドオープンに合わせて開店。

対 応

事 業 予定していた内容 変更後

セレモニーデイ 竣工式、内覧会 いずれも中止

オープニング
シチズンデイ

（第１部）ピアノ開きコンサート＆アルスプラ
ザ祝祭合唱団の発表

（第２部）公募による市内文化芸術活動団体
の舞台公演

（第３部）地域アーティストによる演奏会

いずれも来年６月の
開催に向けて調整

オープニング
アーティストデイ

高嶋ちさ子氏のコンサート 延期または中止

予定していたオープニングイベントの変更概要
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久居アルスプラザ 「市民サービスコーナー」開設

令和２年６月８日（月）業務開始‼

業務時間 平日（月曜日～金曜日） ８時３０分から１７時１５分まで
【土曜日・日曜日・祝日及び１２月２９日から１月３日の間を除く】
※ アルスプラザ休館日（火曜日）も業務を実施

市民サービスコーナーで実施する業務～具体的な業務内容～

【発行する証明書】 住民票、戸籍謄本、所得証明書、納税証明書など

（住基・戸籍端末で発行できる証明に限ります）
※住所変更や戸籍届出、印鑑登録、市税等の収納業務は取り扱いません。（総合支所を案内）

➀ 証明書発行業務

② 自治会に係る相談業務等

（久居総合支所市民課所管）

・自治会長、地域住民等の担当課への取り次ぎ （自治会による補助金申請など）
・自治会や地域団体による会議室利用申請の受付



 

定例記者会見 令和２年４月２０日（月）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 危機管理課 
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津市新型コロナウイルス感染症 

市民生活相談案内窓口担当副参事 

別府 博 

 

 
令和２年４月９日開設  

津市新型コロナウイルス感染症 

市民生活相談案内窓口の相談状況 

 
 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

市民生活相談案内窓口の相談状況

令和２年４月９日開設

令和２年４月２０日

開所式 辞令交付



津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口の設置

目的

窓口では、新型コロナウイルス感染症に関する不安や疑問、支援策などの相談を受け付
け、より専門的な対応が必要となる場合は、適切に回答できるよう担当部局に責任を持っ
て 「つなぎ」 ます。

開設時間等

設置場所

受付時間

電話番号

E-mail

津市本庁舎８階（相談案内窓口）及び同１階（相談案内係）

059-229-3576

平日 ８時30分～17時15分

229-3576@city.tsu.lg.jp

※窓口への来庁、電話での相談のほか、メールでの問い合わせにも対応しています。

設置日時 令和２年４月９日（木） ８時30分

職員体制

職員６名を配置（相談案内窓口５名及び相談案内係１名）



相談件数及び内容 （令和２年４月９日～同月17日まで）

相 談 件 数 相 談 内 容

新型コロナウイルス感染症に関する市民の皆様の不安解消に取り組みます。

月 日
１階
窓口

８階
窓口

電話 メール 小 計

4月 9日(木) 16件 2件 16件 0件 34件

4月10日(金) 25件 2件 39件 0件 66件

4月13日(月) 26件 0件 48件 1件 75件

4月14日(火) 25件 1件 30件 0件 56件

4月15日(水) 21件 2件 23件 2件 48件

4月16日(木) 17件 1件 20件 0件 38件

4月17日(金) 12件 0件 23件 0件 35件

合 計 142件 8件 199件 3件 352件

国の給付金等に関するお問

い合わせ,217件

感染不安に関する相談,39件

事業者への経済支援

に関するお問い合わ

せ,26件

市内の施設に関する

お問い合わせ,12件

生活が困窮しているこ

とに関する相談,11件

県内の感染状況に関す

るお問い合わせ, 9件

マスク等の物品に関するお問い合わせ, 8件

その他, 30件

7%

62%11%

3%

9%2%

3%
3%
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学校の臨時休業に伴う給食中止による食材の対応  
学校給食食材販売会を「道の駅津かわげ」で開催 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和２年４月２０日

学校の臨時休業に伴う給食中止による食材の対応

写真１
全景

（調整中）

写真２
販売食材
（調整中）

学校給食食材販売会を
『道の駅津かわげ』で開催



これまでの給食中止に伴う対応

令和２年４月１５日（水）から同年５月６日（水）まで、津市立の小中学校及び義
務教育学校並びに幼稚園を臨時休業することに伴い、給食の提供を中止

４月１３日（月）
当該中止に伴い、給食に使用を予定していた食材は、発注を取り止め

一部の食材については、既に発注済みで納品が中止できないことが判明

食品ロスを防ぐことを目的として、これらの食材を市民
の皆様に購入価格の半額程度で販売することを決定



今回の給食費の仕組み

給食実施
（食材使用済）

４/８ 小学校給食開始

給食費から
食材費を支出

４/１５ 提供中止

４/３０

食材の発注の取り止めにより納品中止
食材費は
支出不要

販売会による収入
食材の中止が
できない食材
費を支出

給食会計から支出

昨年度の全国一斉臨時休業の際と

同様（学校臨時休業対策費補助金

国3/4）の支援策の実施を期待再開後の給食費に充当

４/９ 幼稚園給食開始

４/１０ 中学校給食開始



４月１５日の販売会開催の状況 （会場：津市モーターボート競走場）

販売開始前には１００名ほど並んでいただきましたが、開始後数十分後であれ
ば、並ばずに購入していただけました。
ねぎ、きゅうりについては、販売数が少なかったため、それぞれ開始２０分、１時
間で売り切れました。

当日は新型コロナウイルス感染症対策として「３つの密（密閉・密集・
密接）」を避け、安心してご購入いただけるよう、ソーシャルディスタン
スを保持していただき、順番に販売を実施しました。



今後の学校給食食材販売会について

４月１６日（木）、三重県に緊急事態宣言が発令

津市におけるイベント開催基準の見直し

販売会の趣旨は食品ロスを防ぐことを目的としており、日常生活で使
用する食材の販売であることから、このたび、『道の駅津かわげ』に
ご協力をお願いしたところ、全面的なご協力をいただけることにより、
４月２２日及び２４日に、同所で販売していただけることになりました。

再検討の結果、津市モーターボート競走場での
４月２２日（水）、２４日（金）の販売会開催は中止

４月２２日、２４日の学校給食食材販売会開催について再検討



内容

日時
令和２年４月２２日（水）、２４日（金）
いずれも午前１０時から午後６時まで
（売り切れの場合は、その時点で終了）

場所

道の駅津かわげ（津市河芸町三行２５５番地４）

『道の駅津かわげ』での販売について



品 種 内 容
開催日

じゃがいも
鹿児島県産
（メイクイーン）

１袋 ６個入り ２００円 約１４０袋 約２０袋

にんじん 徳島県産 １袋 ４本入り ２００円 約２００袋 約２００袋

玉ねぎ 北海道産 １袋 ３個入り １００円 約４２０袋 約１６０袋

きゅうり 津市産・朝摘み １袋 ３本入り １００円 約１００袋 約１００袋

小松菜 津市産・朝摘み １袋 ２束入り １００円 約２５０袋 約２５０袋

ねぎ 津市産・朝摘み １袋 ２束入り １００円 約７０袋 約７０袋

『道の駅津かわげ』で販売する食材について
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