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新型コロナウイルス感染症対策 

８月２６日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１０７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。 

 



８月２６日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１０７回） 

開催結果 

１ 決定事項 

 ⑴ 三重県緊急事態措置に係る市施設の対応方針について（税務・財産管理

担当） 

   三重県は、令和３年８月２５日（水）に「三重県緊急事態措置」（以下

「緊急事態措置」という。）を発出し、同月２７日（金）から９月１２日

（日）までを措置実施期間として、三重県全域が緊急事態措置区域に指定

されました。 

緊急事態措置においては、集客施設の営業時間の短縮等の要請をする一

方、「三重県が実施する対策」として、人流抑制を図るための県管理施設

の閉鎖や利用制限を実施し、市町に対しても、適切に対応するよう当該取

組の情報提供を行うとしています。 

このことを受け、本市では、現下の感染状況を踏まえ、三重県の取組と

協調して効果的な感染拡大阻止に向けた取組を実施することとし、市施設

については、緊急事態措置の実施期間中、下記のとおり対応することとし

ます。 

なお、このことについて、公共施設を運営する指定管理者や関係団体等

からも情報を発信するよう、各所管課から指定管理者等に対し、周知徹底

を行います。 

【対応方針】 

① 人流を抑制し、市民が感染するリスクを低減する観点から、次の

(ア)から (カ)までに掲げる施設は、休止又は一部休止（遊具の使用制限

や新規予約の停止等）します。 

(ア) 集会施設（コミュニティセンター、集会場、隣保館、公民館等） 

(イ) 文化施設（文化センター、図書館、資料館等） 

(ウ) スポーツ施設（体育館、テニスコート等） 

(エ) 観光施設（キャンプ場、公園、宿泊施設、市営レストラン等） 

(オ) 教育児童施設（児童館、子育て支援センター） 

(カ) 産業施設（メッセウイング・みえ等） 

※ 子育て支援センター等における相談事業や、生活必需サービス

の側面を有する有料の温浴施設、道の駅津かわげ等については、

感染防止対策を徹底しながら、営業を継続します。なお、市施設

に入居する団体の事務所や民営レストランについては、各事業者



の判断により休止又は営業継続とします。 

※ 投票所や避難所となっている休止施設については、９月１２日

（日）の三重県知事選挙期日や発災時において、感染防止対策を

徹底した上で、開設することとします。 

② 営業を継続する施設（有料の温浴施設等）について、営業時間は２

０時までとし、また、密になることが想定される施設については、入

場制限や入場者の整理・誘導等による感染防止対策の徹底に努めると

ともに、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。なお、今後の感染状況の推移等に応じて、適

宜営業継続の是非を判断することとします。 

③ 休止又は一部休止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。 

 

 ⑵ 緊急事態宣言中における保育所等の対応について（こども政策担当） 

   緊急事態宣言中の保育所、幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業

所については、引き続き開所することとし、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大をできる限り抑えるため、ご家庭で保育が可能な場合には、

登園を控えていただくようお願いすることとします。 

   なお、登園を控えられた場合には、利用者負担額の軽減措置を行います。 

 

 

 報告事項 

 ⑴ 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２４日（火）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９７４９例目及び９７５０例目）が、三

重保育院乳児保育所の園児２名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

３２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。 

このことにより、当該保育所は、三重県津保健所からの指導に基づき施

設の消毒を実施しました。 

なお、現在実施している当該保育所及び三重保育院の全園児を対象とし

た臨時休園の期間（同月２３日（月）から９月２日（木）まで）について



は、変更ありません。 

   このことについては、８月２４日（火）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。 

 

 ⑵ 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の続報に

ついて報告（こども政策担当） 

   令和３年８月２０日（金）に新型コロナウイルス感染症への感染が確認

された園児（三重県発表 県内延べ８２４０例目）の濃厚接触者として特

定された１４名（園児１２名及び職員２名）の検査結果が、全て陰性であ

ることが判明しました。 

このことから、当該保育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３１日（火）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

底を努めた上で、同月２５日（水）から当該保育園での受入れを行うこと

としました。 

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。 

当該保育園においては、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、９月１日（水）

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、８月２５日（水）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。 

 

 ⑶ 津市立育生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） 

   津市立育生小学校の児童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、８月２３日（月）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２３日（月）、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。 

 

 ⑷ 津市立大三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） 

   津市立大三小学校の児童１名並びに津市立西橋内中学校、津市立南郊中

学校、津市立南が丘中学校及び津市立芸濃中学校の生徒４名（各校１名ず

つ）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

査の結果がいずれも陽性であることが判明しました。 

当該児童及び生徒は、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、それぞれの小学校及び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。 

それぞれの小学校及び中学校においては、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、８月２４日（火）には、それぞれの小学校及び中学校の保護者に

向けて、児童及び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、それぞれの小学

校及び中学校から、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２４日（火）、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。 

 

 ⑸ 成美放課後児童クラブ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） 



   成美放課後児童クラブの職員１名が、令和３年８月２３日（月）に新型

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、三重県津保健所により当該クラブの職員５名が濃厚接触者に特定

されたことから、当該職員５名は同日から２週間の自宅待機となり、当該

クラブは同月２４日（火）から同月３１日（火）までの間、臨時休所とし、

感染拡大の状況を把握した上で、９月１日（水）からの再開に向けて施設

の消毒を業者により実施する旨、当該クラブから連絡を受けました。 

このことについては、８月２４日（火）、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、施設の消毒については、同月２５日（水）に実施した旨、当該ク

ラブから連絡を受けています。 

 

 ⑹ 津市立高茶屋小学校及び津市立芸濃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） 

   津市立高茶屋小学校の児童１名及び津市立芸濃中学校の生徒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。 

当該児童及び生徒は、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、それぞれの小学校及び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。 

当該児童及び生徒は、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、それぞれの小学校及び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。 

それぞれの小学校及び中学校においては、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、８月２５日（水）には、それぞれの小学校及び中学校の保護者に

向けて、児童及び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、それぞれの小学

校及び中学校から、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２５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。 

 

 ⑺ 人権教育課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） 

   人権教育課に勤務する教職員（会計年度任用職員）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２４日（火）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、調査の結果、職場や巡回

する学校等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。 

このことについては、同月２５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 三重とこわか国体・三重とこわか大会等の開催中止の決定について報告

（国体・障害者スポーツ大会推進局） 

   三重県は、令和３年８月１７日（火）に、同月１４日（土）時点におけ

る三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催可否について、全競技を一

律無観客開催で開催すること等を発表したところですが、同月１４日（土）

以降のこれまでにない脅威的な感染拡大や、三重県が緊急事態宣言の発令

を要請することとなったことを受け、同月２１日（土）に、三重とこわか

国体・三重とこわか大会を中止することに関し、日本スポーツ協会、日本

障がい者スポーツ協会及び文部科学省に協議を申し入れることを発表しま

した。 

同月２５日（水）、当該４者の協議において、今年度における三重とこ

わか国体・三重とこわか大会の開催中止の合意に至り、三重とこわか大会

については中止が決定しました。三重とこわか国体については、同月２６

日（木）に開催される日本スポーツ協会の国体委員会で審議され、中止が

正式決定されます。 

なお、三重とこわか国体の中止決定に伴い、１０月９日（土）及び同月

１０日（日）に津市久居体育館において開催を予定していた三重とこわか

国体デモンストレーションスポーツ（スポーツウエルネス吹矢）は中止と

なります。 



 

 ⑼ 一般介護予防事業等の中止について報告（健康福祉部） 

   新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間中に実施を予定していま

した一般介護予防事業等については、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止等、現下の情勢に鑑み、中止することとしました。 

   なお、このことについては、各事業者等から参加予定の市民の皆様に周

知を行うとともに、市ホームページでも掲載いたします。 

 

 ⑽ がん検診、健康診査等の一時中止等について報告（健康医療担当） 

   津市がん検診、肝炎ウイルス検診、歯周病検診、健康増進法健康診査及

び国民健康保険特定健康診査並びに津市住民分の後期高齢者健康診査につ

いては、本市が新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき

区域のうち三重県知事が定める区域に指定されたため、令和３年８月２０

日（金）から市内の医療機関における個別検（健）診を一時中止していま

したが、同月２７日（金）から三重県が緊急事態宣言の対象地域とされる

ことから、緊急事態宣言の期間中は、集団検（健）診も含め、全ての検

（健）診を一時中止することとしました。 

市民の皆様へは、津市ホームページへの掲載、報道機関への資料提供及

び検（健）診機関へのポスター掲示により周知します。また、一時中止期

間の受診予定者へは、検（健）診機関から連絡していただきます。 

なお、これらのうち津市歯周病検診、健康増進法健康診査及び国民健康

保険特定健康診査並びに津市住民分の後期高齢者健康診査については、受

診できなくなる方への受診の機会の確保のため、市内の医療機関における

個別健診の実施期間を１２月２８日（火）まで延長します。 

 

 ⑾ 津のまちを美しくする運動「市民清掃デー（津地域）～三重とこわか国

体直前クリーンアップ大作戦～」の中止について報告（環境部） 

   令和３年９月１９日（日）に実施を予定していた『津のまちを美しくす

る運動「市民清掃デー（津地域）～三重とこわか国体直前クリーンアップ

大作戦～」』については、新型コロナウイルス感染症が全国的に急拡大す

るなか、三重県が緊急事態宣言の対象区域となった現下の情勢に鑑み、市

中における市民の感染拡大のリスク回避のために、中止を決定しました。 

 

 ⑿ 緊急事態宣言を受けての「津がんばるマルシェ」の対応について報告



（商工観光部） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている事業者への支

援として、昨年度から津センターパレス及び津市まん中広場にて「津がん

ばるマルシェ」を開設していますが、今回、緊急事態宣言が発出されるこ

とを受け、発出期間の令和３年８月２７日（金）から９月１２日（日）ま

での間、一時休止することとします。 

   既に、同期間に出店を予定されていた事業者には休止の連絡を入れ、他

の出店登録事業者へも周知を図ったところです。 

   また、来場者に対しましては、ＨＰ等での発信や会場での案内掲示によ

り一時休止の周知を行いました。 

 

 ⒀ ８月２７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２５日（水）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「三重県緊急事態措置」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２６日付けで関係部局に

通知しました。 



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１０７回） 

 

令和３年８月２６日（木） 

午後３時００分～     

津リージョンプラザ３階  

リハーサル室       

 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年８月２３日から８月２５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 協議事項 

 ⑴ 三重県緊急事態措置に係る市施設の対応方針について協議（税務・財

産管理担当） 

 

３ 報告事項 

 ⑴ 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） 

 ⑵ 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の続報

について報告（こども政策担当） 

 ⑶ 津市立育生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） 

 ⑷ 津市立大三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 成美放課後児童クラブ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） 

 ⑹ 津市立高茶屋小学校及び津市立芸濃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） 

 ⑺ 人権教育課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） 

 ⑻ 三重とこわか国体・三重とこわか大会等の開催中止の決定について報

告（国体・障害者スポーツ大会推進局） 



 ⑼ 一般介護予防事業等の中止について報告（健康福祉部） 

 ⑽ がん検診、健康診査等の一時中止等について報告（健康医療担当） 

 ⑾ 津のまちを美しくする運動「市民清掃デー（津地域）～三重とこわか

国体直前クリーンアップ大作戦～」の中止について報告（環境部） 

 ⑿ 緊急事態宣言を受けての「津がんばるマルシェ」の対応について報告

（商工観光部） 

 ⒀ ８月２７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） 

 

４ 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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