
第６回

三戸町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日 時：令和３年９月３日（金）午後２時～

場 所：三戸町役場 ４階大会議室

次 第

１ 開 会

２ 町長あいさつ

３ 案 件

１ 新型コロナウイルス感染症への対応状況等について

２ 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について

３ その他

４ 本部長指示事項（本部長メッセージ）

５ 閉 会
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資 料

１ 新型コロナウイルス感染症への対応状況等について

（１）現在の緊急事態宣言及びまん延防止重点措置実施区域について

・緊急事態宣言発令地域（２１都道府県）

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、

京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県、北海道、宮城県、岐阜県、

愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県

※期間は９月１２日まで

・まん延防止重点措置実施地域（１２県）

福島県、山形県、富山県、石川県、香川県、愛媛県、熊本県、鹿児島県、

高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県

※期間は９月１２日まで

・国内の感染者数（令和3年9月2日現在）

累計感染者数 1,529,131人 死亡者 16,205人

（２）青森県内の感染者の状況について

累計感染者 4,589人 死亡者 33人（令和3年9月2日現在）

うち令和2年10月12日以降の感染者 4,552人

内訳：青森市保健所管内 1,564人

八戸市保健所管内 1,132人

弘前保健所管内 1,089人

五所川原保健所管内 208人

上十三保健所管内 308人

むつ保健所管内 66人

東地方保健所管内 24人

三戸地方保健所管内 161人

※令和3年8月26日 1日あたり139人感染者を確認（過去最高）

（３）三戸町の対応状況等について

青森県では令和３年８月２７日に「青森県新型コロナウイルス感染症緊急対策

パッケージ」（別紙１）を発出し、各市町村に対し、県の取り扱いに準じた対策を

講じるよう協力依頼があったもの。

【緊急対策パッケージの概要】

・目的：青森県内では、これまでにないペースで新規感染者が増加している

ことから、人の流れを抑制し、人同士の接触の機会を減らすために、

県として執り得る対策を期間を区切った上で集中的かつ速やかに実施

するもの。
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・期間：令和３年９月１日から９月３０日まで

・対象：県内全域

・内容：①行事、イベントや施設等での対策の強化

・行事イベント等の見直し

・施設等の使用の見直し

・市町村、民間との連携（協力依頼等）

②学校等における対応の強化

・県立学校における対応

・その他の学校との連携（協力依頼等）

③県民等に対する更なる協力要請

・日常生活における対応

・事業活動における対応

④関係団体等との連携による注意喚起等

⑤医療提供体制の充実・強化

・入院医療と宿泊療養の提供体制の充実

・感染症予兆の早期発見

・ワクチン接種の円滑な実施

⑥更に感染状況が悪化した際の対策の検討

以上のことから、町として以下の対応を実施するもの。

①町有施設の対応状況

別紙２のとおり

②９月以降の行事・イベント等の対応状況

行 事 名 等 開催(予定)日 開 催 状 況 等

さんのへ秋まつり 9/10～9/12 中止

三戸町戦没者追悼式 9/16 中止

三戸町敬老会 9/17 中止

斗川児童館運動会 9/18 延期又は中止で検討中

上級職員採用二次試験 9/18 感染予防対策を施し実施

初級職員採用一次試験 9/19 感染予防対策を施し実施

三戸町民大運動会 9/26 中止

南部俵づみ唄全国大会 10月下旬 中止

さんのへ農林商工まつり 11月下旬 9月末ごろまでに決定

三戸町新年会 1/5 11月末ごろまでに決定

三戸町成人式 1/9 11月末ごろまでに決定

三戸町消防団出初式 1月中旬 11月末ごろまでに決定

元祖まける日 2月上旬 11月上旬ごろまでに決定
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（４）感染者（自宅療養者）等への支援について

青森県では、感染が確認され、自宅療養となった方へ以下の支援を実施

・保健所からの電話による健康観察（１日１回）

・食品の提供（１０日分 ご飯パック、カレー等のレトルトパック、ペットボ

トル飲料、お菓子等）

・体温計、パルスオキシメータの貸し出し

三戸町においては、自宅療養者、その家族、濃厚接触者に対する独自の支援策

について、現在検討中。

２ 新型コロナウイルスワクチンの接種状況等について

別紙３のとおり



別紙１







別紙２

番号 名  　　　称 対　応 期間 問い合わせ先

（社会教育施設）

1 三戸町中央公民館 使用中止 9/1～9/30 中央公民館　 22-2186

2 三戸町民体育館 使用中止 9/1～9/30 〃

3 ジョイワーク三戸 使用中止 9/1～9/30 〃

4 三戸町立図書館
町民のみ貸出・返却可、閲覧や学
習は不可

9/1～9/30 町立図書館　 22-1731

5 三戸町立版画工房 使用中止 9/1～9/30 〃

6 三戸町勤労青少年ホーム 使用中止 9/1～9/30 中央公民館 　22-2186

7 三戸町勤労者体育センター 使用中止 9/1～9/30 〃

8 松原公園
密接・密集の状況を作るような利
用を自粛（周知看等設置）

〃

9 サン・スポーツランド三戸 使用中止 9/1～9/30 〃

10 三戸町ｽﾎﾟｰﾂ文化福祉複合施設(ｱｯﾌﾟﾙﾄﾞｰﾑ) 使用中止 9/1～9/30 〃

11 三戸町立歴史民俗資料館 使用中止 9/1～9/30
教育委員会事務局
      　     20-1157

12 三戸町民プール
使用中止
小中学校の授業利用のみ可

9/1～9/10 中央公民館　 22-2186

13 さんのへパークゴルフ場 使用中止 9/1～9/30
パークゴルフ場
         　  23-6898

（小中学校）

14 小中一貫三戸学園三戸小中学校
通常授業（8／30～）
部活動・スポ少は中止

三戸小中学校
       　    22-1125

15 小中一貫三戸学園斗川学校 通常授業（8／24～）
斗川小学校
       　    20-3774

16 杉沢小学校 通常授業（8／24～）
杉沢小中学校
       　    27-2212

（観光施設等）

17 城山公園
密接・密集の状況を作るような利
用を自粛（周知看等設置）

まちづくり推進課
     　      20-1117

18 金洗沢公園
密接・密集の状況を作るような利
用を自粛（周知看等設置）

まちづくり推進課
     　      20-1117

19 関根ふれあい公園
密接・密集の状況を作るような利
用を自粛（周知看等設置）

まちづくり推進課
     　      20-1117

20 道の駅さんのへ 通常通り営業
道の駅さんのへ
      　     22-0600

21 ＳＡＮ・ＳＵＮ産直ひろば 通常通り営業 産直ひろば　 22-3266

22
ラッピングバス
（図書館脇、関根ふれあい公園）

使用中止 9/1～9/30
まちづくり推進課
     　      20-1117

23 ラジコン公園 使用中止 9/1～9/30 建設課　　　 20-1154

（乳幼児施設）

24 中央児童館 通常通り 中央児童館　 22-3361

25 斗川児童館 通常通り 斗川児童館　 25-2109

（その他の施設等）

26 斗川支所
支所業務は通常通り
貸館については自粛

9/1～9/30 斗川支所　　 25-2111

27 猿辺支所
支所業務は通常通り
貸館については自粛

9/1～9/30 猿辺支所 　　27-2111

28
コワーキングスペースSANNOHE
（アップルドーム内）

使用中止 9/1～9/30
まちづくり推進課
     　      20-1117

29 各種集会施設
通常通り
飲食等を伴うものについては自粛

9/1～9/30 農林課　　　 20-1155

※社会教育施設については、既に事前準備を行い、延期・中止が困難な行事等については、十分な感染症対策を行ったうえ
での使用を認める。

町有施設の対応状況



別紙３ 

２ 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

 

１ 概 要  

・アップルドームでの集団接種を８月６日（金）で終了 

 ・８月１８日（水）から、三戸中央病院において、平日週２回と土曜日に実施（第３クール） 

・接種対象者を１２歳以上に拡大 

 

２ 第３クールの実施場所・実施日時 

（１）実施場所 三戸中央病院 

（２）実施日時 （平 日） 

実 施 日：８／１８～９／２４における毎週水・金曜日 

受付時間：午後３時３０分～午後４時００分 

（土曜日） 

      実 施 日：８／２１、９／４、９／１１、９／２５ 

受付時間：午前 ８時３０分～午前 ９時３０分 

               午前１０時００分～午前１１時００分 

               ※９／４・９／２５は、午前１１時３０分まで延長 

 

３ 第３クールの接種状況 

区分 水曜日 金曜日 土曜日 

  

１
回
目 

３６人 ３６人 
１２０人 

３６人 ３６人  

４８人 ４８人 １８０人 

合計 ５４０人 

 

４ 接種率（見込・８月末時点） 

区  分 対象者数 接種者（見込）数 接種率（見込） 

６５歳以上 ４，０８３人 ３，７９５人 ９２．９５％ 

６０～６４歳 ７１２人 ６６９人 ９３．９６％ 

５０～５９歳 １，２９１人 １，１２８人 ８７．３７％ 

４０～４９歳 １，０３２人 ８６１人 ８３．４３％ 

１６～３９歳 １，５５７人 １，１７８人 ７５．６６％ 

１２～１５歳 ２３７人 １８２人 ７６．７９％ 

合    計 ８，９１２人 ７，８１３人 ８７．６７％ 

※年齢は年度末年齢（１２歳については、８月末時点で対象年齢に達した者） 

※「接種者（見込）数」は、１回目の接種済者数 

※「接種者（見込）数」は、町外の医療機関等で接種し、国の接種記録システム（ＶＲＳ）に登録

済みの人数を含む 

８／１８ 

８／２５ 

９／ １ 

８／２０ ８／２１ 

９／ ４ 

８／２７ 

９／ ３ 


