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新型コロナウイルス感染症対策 

９月２日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１０８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１０８回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ ８月２７日、市長メッセージの発信について報告（危機管理部） 

   市長が、令和３年８月２７日（金）、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(43)を発信しました。 

 

 ⑵ 白塚愛児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３年８月２７日（金）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１１０８０例目及び１１０８１例目）が、

当該保育所の園児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

５０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を実施してい

たところ、同月２９日（日）に園児１名（三重県発表 県内延べ１１８８

１例目）が陽性であることが判明しました。このことにより、新たに濃厚

接触者として園児６名が当該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。 

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、同月２

７日（金）から同年９月８日（水）まで、全園児を対象に臨時休園としま

す。 

   このことについては、８月２７日（金）及び同月２９日（日）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。 

   また、本件事例につきましては、本市の臨時休業措置等に伴う家計特別

支援金の交付の手続きを進めてまいります。 

 

 ⑶ 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３年８月２６日（木）から９月１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。 

８月２６日（木）、津市立一身田小学校の児童１名及び津市立香良洲小

学校の児童２名並びに津市立南郊中学校の生徒２名及び津市立香海中学校

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、



当該検査の結果がいずれも陽性であることが判明しました。 

同月２７日（金）、津市立高茶屋小学校の児童２名並びに津市立神戸小

学校、津市立桃園小学校、津市立一志東小学校及び津市立大三小学校の児

童４名（各校１名ずつ）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、当該検査の結果がいずれも陽性であることが判明しました。 

   同月２８日（土）、津市立香良洲小学校の児童２名及び津市立大三小学

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、結果が

いずれも陽性であることが判明しました。 

   同月２９日（日）、津市立高茶屋小学校の児童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。 

   同月３０日（月）、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。 

同月３１日（火）、津市立養正小学校の児童１名、津市立育生小学校の

児童１名、津市立高茶屋小学校の児童１名及び津市立芸濃小学校の児童２

名並びに津市立一志中学校の生徒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、当該検査の結果がいずれも陽性であることが判

明しました。 

９月１日（水）、津市立育生小学校、津市立新町小学校、津市立高茶屋

小学校及び津市立栗真小学校の児童４名（各校１名ずつ）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、それぞ

れの小学校及び中学校における濃厚接触者等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。 

また、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。 

なお、８月２８日（土）に報告を行った、津市立大三小学校の当該児童

は、大三放課後児童クラブＷＡＩＷＡＩくらぶを利用していたことから、

当該クラブにおける当該児童との接触者を確認したところ、濃厚接触者



（児童１名）が三重県津保健所により特定されました。 

当該クラブは同月２８日（土）から９月５日（日）までの間、臨時休所

とし、感染拡大の状況を把握した上で、同月６日（月）からの再開に向け

て施設の消毒を実施する予定である旨、当該クラブから連絡を受けていま

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

者クラブへの情報提供及び市ホームページでの公表を行いました。 

 

 ⑷ 安濃放課後児童クラブひまわり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） 

   安濃放課後児童クラブひまわりクラブの職員１名が、令和３年８月２５

日（水）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。 

   当該クラブの運営の状況から、当該クラブにおける濃厚接触者等は確認

されませんでした。 

また、当該クラブは同月２６日（木）から９月５日（日）までの間、臨

時休所とし、感染拡大の状況を把握した上で、同月６日（月）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

ています。 

このことについては、８月２７日（金）、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、同日に実施した旨、当該クラブから連絡

を受けています。 

 

 ⑸ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に係る申請期

限の延長について報告（健康福祉部） 

   新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、県社会福祉協議

会が行う総合支援資金の再貸付が既に終了するなど、特例貸付を利用でき

ず生活に困窮している世帯に対して、就労による自立を図るため、また、

それが困難な場合には、円滑に生活保護の受給につなげるため、「新型コ

ロナウイルス生活困窮者自立支援金」の申請を令和３年７月２日（金）か

ら受付しておりますが、８月３１日（火）までの申請期限が１１月３０日

（火）まで延長されました。 

   自立支援金の支給対象者については、対象見込者として、県社会福祉協

議会からの情報提供を受け、援護課（相談・支援担当）から申請に関する



案内を随時発送しており、今回の申請期限の延長のお知らせについても、

８月３０日（月）に対象見込者へ通知しました。 

   なお、本件については、市ホームページにて同月３１日（火）に周知を

いたしました。 

 

 ⑹ 新型コロナワクチンの妊婦の皆さんへの優先接種について報告（健康医

療担当） 

   感染拡大に伴い新型コロナ患者が急増する中、重症化しやすい妊婦の方

とその子どもを守るため、希望される妊婦の方及びその夫またはパートナ

ーを対象に、優先的にワクチン接種が受けられるよう、集団接種とは別枠

の特設会場で接種を行います。 

接種日時は９月中旬以降の土・日曜日の３日間、場所は国立病院機構三

重中央医療センター、対象者は津市に在住の妊婦の方及びその夫またはパ

ートナーで、１,８００人程度の接種を予定しています。 

８月２６日時点で母子健康手帳をお持ちの妊婦の方を対象に、８月３０

日（月）に案内を発送し、８月２７日（金）から同月３０日（月）に母子

健康手帳の交付を受けた方は同月３１日（火）に案内を発送しました。８

月３１日以降に母子健康手帳の交付を受けた方は、窓口にてご案内します。

接種を希望する人は、９月６日（月）１７時までに申請フォームから申請

いただき、後日、接種日をメールで通知する予定です。 

 

 ⑺ 海上アクセス運航事業者の高速船の運航休止について報告（都市計画部） 

   海上アクセス運航事業者である津エアポートライン株式会社は、津なぎ

さまちと中部国際空港を結ぶ高速船の新型コロナウイルス感染予防対策を

徹底し、１日５往復１０便のダイヤ編成で運航を行っていました。 

そのような中、三重県及び愛知県等に対して新型コロナウイルス感染症

に係る緊急事態宣言が令和３年８月２７日（金）に発出され、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づき、県境を越える移動の自粛の協力が要

請されました。 

このことから、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月１日（水）

から当分の間、運航を休止することとしました。 

 

 ⑻ 緊急事態宣言発令に伴う津市立小学校等の新学期の開始に関する対応に

ついて報告（教育委員会） 

  ① 概要 

令和３年８月２７日（金）から緊急事態宣言の対象地域に三重県が追



加され、新型コロナウイルスの感染者が急増してきている状況であるこ

とから、津市立小・中・義務教育学校及び津市立幼稚園の新学期の開始

に関する対応を次のとおりとすることを決定しました。 

② 津市立小・中・義務教育学校の新学期の開始の対応 

令和３年９月１日（水）から同月１０日（金）までの期間を、健康管

理徹底期間とし、児童生徒の健康状態の把握を徹底するとともに、児童

生徒間の接触のリスクを低減するため、午前中授業（給食がある場合は、

給食後下校）とし、午後からは、タブレット端末等を活用した自宅学習

等とします。また、自宅にインターネット環境がない場合及び放課後児

童クラブを利用している児童生徒等については、学校において、一定の

時刻までタブレット端末を活用した学習等を行っています。 

③ 津市立幼稚園の新学期の開始の対応 

令和３年９月１日（水）から同月１０日（金）までの期間を、健康管

理徹底期間とし、園児の健康状態の把握を徹底するとともに、園児同士

の接触のリスクを低減するため、午前保育（給食がある場合は、給食後

降園）とします。 

④ 感染症対策の徹底 

健康管理徹底期間後も引き続き感染症対策を徹底することとし、当面

の間、次のとおり措置を継続して実施します。 

ア マスクの着用や手洗いの励行、換気、毎日の検温やバランスの取れ

た食事、十分な睡眠等、「衛生管理マニュアル」に基づき、基本的な

感染症対策の徹底を行うとともに、授業や行事、登下校時における身

体的距離の確保、大声での発声をしないなど、校内及び園内での感染

防止対策を徹底します。 

イ 登校時等に校舎等に入る前には、検温結果（健康観察カード等）の

確認及び健康状態の把握を徹底します。また、児童、生徒及び園児に

発熱があった場合だけでなく同居の家族が体調不良の場合にも登校等

を控えることとします。 

ウ 感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高いと判断される学習活

動は、緊急事態宣言が解除されるまで延期します。 

⑤ 教育活動の延期 

授業参観、進路説明会、講演会等一定の人数が来校等して行う活動及

び修学旅行、遠足、現場学習、運動会等の行事は、延期します。 

⑥ 部活動の中止 

令和３年８月２０日（金）から同年９月１２日（日）までの部活動は

中止とします。 



⑦ 教育長のメッセージ 

令和３年８月２７日（金）に緊急事態宣言発令に伴う対応に関する教

育長のメッセージを津市ホームページに掲載しました。このことについ

ては、同月２８日（土）、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。 

 

 ⑼ 津市立三重短期大学における新型コロナワクチンの職域接種の実施につ

いて報告（三重短期大学） 

   津市立三重短期大学は、令和３年６月２５日（金）に三重県立看護大学

と共同で、厚生労働省に対し、新型コロナワクチンの職域接種の実施に係

る申請を行いました。 

当該職域接種については、申請時においては、７月下旬の接種開始を目

指していましたが、国によるワクチン供給が遅れたこと等を理由としてワ

クチンの接種日が定まらなかったところ、８月１１日（水）に、同月２３

日（月）以降にワクチン配送が可能であると国から通知されたことから、

関係機関と日程調整を行い、１回目の接種を９月１１日（土）及び同月１

２日（日）、２回目の接種を１０月９日（土）及び同月１０日（日）とし

て、三重短期大学において実施することとしました。 

   接種対象者は、三重短期大学、三重県立看護大学及び高田短期大学の学

生並びに教職員のうち接種を希望する者（１,０００人を予定）で、接種

するワクチンの種類は、モデルナ社のワクチンです。 

   このことについては、９月２日（木）、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を行いました。 

 

 ⑽ 「白山市民会館人権啓発講演会」の延期について報告（総合支所） 

   令和３年９月１１日（土）に開催を予定していました『白山市民会館人

権啓発講演会』につきましては、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、延期を決定しました。 

 

 ⑾ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（危機管理部） 

   別紙のとおり 

 

 



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１０８回） 

 

令和３年９月２日（木） 

午後３時００分～    

本庁舎４階 庁議室   

 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年８月２６日から９月１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 報告事項 

 ⑴ ８月２７日、市長メッセージの発信について報告（危機管理部） 

 ⑵ 白塚愛児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） 

 ⑶ 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） 

 ⑷ 安濃放課後児童クラブひまわり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） 

 ⑸ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に係る申請

期限の延長について報告（健康福祉部） 

 ⑹ 新型コロナワクチンの妊婦の皆さんへの優先接種について報告（健康

医療担当） 

 ⑺ 海上アクセス運航事業者の高速船の運航休止について報告（都市計画

部） 

 ⑻ 緊急事態宣言発令に伴う津市立小学校等の新学期の開始に関する対応

について報告（教育委員会） 

 ⑼ 津市立三重短期大学における新型コロナワクチンの職域接種の実施に

ついて報告（三重短期大学） 

 ⑽ 「白山市民会館人権啓発講演会」の延期について報告（総合支所） 

 ⑾ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（危機管理部） 

 

３ 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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