
 

【本部長】市長、【副本部長】副市長、教育長、【本部員】危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長 

産業観光部長、建設部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、消防長、各振興局長、会計管理者、議会事務局長、総務部次長、 

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第 20回） 

日 時 令和２(2020)年 12月 9日(水) 

午後 3時 00分～ 

場 所 真庭市役所３階 会議室 

 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．協議事項 

（１）真庭市内感染者９例目の確認について 

  ・岡山県の情報（健康福祉部） 

  

 

  ・児童生徒の感染に伴う学校の対応について（教育委員会） 

 

 

 

（２）市長の市民の皆様へのメッセージ 

 

 

４．閉 会 

 

 



　出席者名簿
所　　属 役　　職 氏　　名

美作県民局真庭地域事務所 所　長

真庭商工会 事務局長

社会福祉協議会 次長

所　　属 役　　職 氏　　名

真庭市 市  長

真庭市 副市長

真庭市 教育長

市長直轄組織 危機管理監

総合政策部 部　長

総務部 部　長

生活環境部 部　長

健康福祉部 部　長

産業観光部 部　長

建設部 部　長

教育委員会 教育次長

消防本部 消防長

会計課 会計管理者

議会事務局 事務局長

総務部 次　長

落合振興局 振興局長

（ウェブ会議により参加）

所　　属 役　　職 氏　　名

北房振興局 振興局長

勝山振興局 振興局長

美甘振興局 振興局長

湯原振興局 振興局長

蒜山振興局 振興局長

湯原温泉病院 事務部長

真庭観光局 事務局長

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第20回）



令和２年１２月９日     

 課名  岡山県新型コロナウイルス 

感染症対策本部 

 担当  感染症班 濱田、山西、村上 

 内線  3719、3705 

 直通  086-226-7960 

 

県内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について 
（県内６７９～６８１例目） 

 

１２月８日、県内で新型コロナウイルスの感染者が３名確認されました。県内で、
新型コロナウイルス感染症の患者発生が確認されたのは６７９～６８１例目（６７８

～６８０人目）です。 
県では、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行い、感染拡大防止に

努めてまいります。 

 

【６７９～６８１例目】 

 ６７９例目 ６８０例目 ６８１例目 

年 代 ８０代 ３０代 １０歳未満 

性 別 女性 女性 男性 

居住地 赤磐市 高梁市 真庭市 

職 業 パート職員 医療従事者 児童 

発症日 １２月４日 １２月６日 ― 

発症日の 

症 状 
全身倦怠感 発熱 無症状 

検 

査 

採取日 １２月８日 １２月７日 １２月８日 

判明日 １２月８日 １２月８日 １２月８日 

方法 抗原定量検査 ＰＣＲ 抗原定量検査 

現在の症状 中等症 軽症 無症状 

備 考 

・症状があったた
め、自ら受診し
て検査 

・入院中 
 

・６５９例目の接
触者（別居の親
族） 

・入院中 
 

・６７０例目、６
７１例目の濃厚
接触者（別居の
親族） 

・自宅療養 
 

 
※現在の症状：把握している直近の症状 
 
 ・ 風評被害の防止や個人情報保護の観点から、患者及びご家族等の個人情報については、特定され

ることのないよう格段のご配慮をお願いします。また、施設等への取材はご遠慮いただきますよう

お願いします。 

・ 人と接する仕事に従事されている方で、発熱や風邪のような症状がある場合には、仕事を休んで

いただくようお願いします。休んでいただくことは、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。 



令和 2年（2020年）12月 9日（水）

新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

真庭市教育委員会

真庭市立天津学校児童の新型コロナウイルス感染症確認による対応経過

１ 昨日（8日）の対応経過

２ 臨時休業について

（１）保健所の指導のもと、以下の理由で臨時休業を判断

①消毒を行い、学校の安全を確認

②接触者の確認

３ 本日（9日）の対応経過

４ 学校への通知等

（１）感染症防止対策について

（２）教育長メッセージ

（３）市長メッセージ（今後）

（４）学校再開連絡（今後） 資料3

５ 学校再開について

（１）保健所の指導のもと、以下の理由で学校再開判断

①学校の消毒作業を終え、学校の安全を確認

②接触者の確認が終了

（２）本日の検査結果により、保健所の指導のもとで今後の対応を決定

時間 内容

16:00~ 感染確認連絡を受け、真庭保健所と一緒に学校に向かい対応協議

臨時休業決定

参加：学校職員 真庭保健所職員 市教委職員

18:40 保護者メール連絡（臨時休業措置）

19:00 市内学校長メール連絡

19:00 プレス 資料１

19:10 真庭市ホームページ掲載

時間 内容

8:00~ 当該校で対応協議

8:40~ 学校内の消毒作業（保健所の指導による） 安全確認（10:50）

9:30~ 当該校で接触者の検体採取（真庭保健所の指導による）

11:00 学校宛て通知及び教育長メッセージ発出 資料２

14:30 岡山県より感染確認の発表

15:30 本部会議 学校再開決定（ホームページ掲載により保護者連絡）

今後 本日の検査結果により今後の対応について判断



令和２年(2020年)12月 8日 

報道関係  各位 

真庭市教育委員会 

真庭市立学校における 

新型コロナウイルス感染者の確認による 

臨時休業について 

 

真庭市立小中学校の児童生徒について 12月８日に新型コロナウイルス感染者が確認されました。

当該児童生徒が通学する学校については、保健所の指示に従って消毒作業等の感染症対策を行うため、

９日から臨時休業とします。 

 

概要▶ 

1.学 校 真庭市立天津小学校 （真庭市日名 20－2） 

 

２.臨時休業について  令和２年 12月 9日（水）から  

・消毒作業を行い、校内の安全を確認します。 

     ・濃厚接触者の特定が終わるまでは臨時休業とします。 

  

３.その他 ・保健所の指示に従い、安全が確認されたら学校を再開します。 

      ・冷静な行動をお願いします。 

      ・憶測や間違った噂などで感染された方やご家族、関係者への誹謗中傷などの行為が起こ

ることがないようにお願い致します。 

      ・個人のプライバシーに関わることを詮索することのないよう、強くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先・発信元▶ 

学校教育課 （担当 橋本 祐一）    

TEL0867-42-1087  FAX0867-42-1416 

資料１ 



真教学第 735 号 

令和２年（2020 年）12 月９日 

真庭市立 小・中学校長 様 

真庭市教育委員会教育長 

（公 印 省 略） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

日頃より、新型コロナウイルス感染症への対策にご尽力いただき、誠にあり

がとうございます。 

昨日、真庭市立小学校で児童が新型コロナウイルスに感染したことが確認さ

れました。真庭市内の小中学校の対応につきまして、以下のとおりといたしま

すのでご確認ください。 

 

記 

 

１ 学校対応 

 ・感染症予防対策を行い、通常どおり教育活動を実施する。 

 ・児童生徒・教職員の健康観察を徹底して行い、体調不良等あれば速やかに

管理職に報告を行い、休養する。 

・今後も児童生徒、教職員の健康状態について確認をしていく。 

  

２ その他 

・児童生徒へ新型コロナウイルスについて正しい情報を伝えるとともに、差 

別、偏見、いじめ、誹謗中傷等がおこなわれないように指導願います。 

・保健所から「濃厚接触者へ特定」や「検査実施」等の指示がない児童生徒及

び教職員の登校（勤務）については、問題ありません。 

 

 

真庭市教育委員会学校教育課 

TEL(0867)42-1087 

FAX(0867)42-1416 

資料２ 



保護者の皆様へ 

 

日頃より、本市学校教育の充実並びに、新型コロナウイルス感染症対策につきまし

てご理解、ご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 

 昨日（12 月８日）、真庭市立天津小学校児童の新型コロナウイルスへの感染が確認

されました。感染された児童の一日も早い回復を心からお祈りします。 

 

今回感染が確認された学校につきましては、保健所の指示のもと必要な調査や消毒

を行い、安心して教育活動が行えるよう万全を期してまいります。 

 

 学校は、仲間とのつながりの中で学び育つ場です。これまでも、新型コロナウイル

ス感染症対策を行いながら、「学ぶ権利を守る」という姿勢で教育活動を進めてまい

りました。今後も、感染症防止対策に努めながら、教育活動を進めてまいりますので、

ご理解、ご協力をお願いします。 

 

保護者の皆様には、引き続き、マスク、手洗い、検温などの感染症対策にご協力く

ださいますようお願いします。また、新型コロナウイルス感染症は、だれもが感染し

うる、そして、だれもが気づかないうちに人に感染させてしまう可能性があります。

感染した児童や保護者を詮索したり、誹謗中傷や心ないうわさで人が傷ついたりする

ことがないよう見守っていただきたいと考えております。 

 

これまでのご家庭での感染症予防の取組や人権への配慮などお子様へのご指導に

深く感謝申し上げますとともに、児童生徒が健康で安心して過ごせますよう、引き続

きご協力をお願いします。 

 

令和２年（２０２０年）１２月９日 

真庭市教育委員会教育長 三ツ 宗宏 

資料 2 



令和２年(2020年)12月９日

報道関係 各位

真庭市教育委員会

真庭市立天津小学校の児童について12月８日に新型コロナウイルス感染者が確認されたため、保

健所の指示のもと、９日を臨時休校とし、消毒等の感染症対策、接触者の確認が終了しました。これ

により学校の安全が確認されたため、天津小学校は10日から学校を再開とします。

概要▶
1.学 校 真庭市立天津小学校 （真庭市日名20－2）

２.学校再開について 令和２年12月10日（木曜日）から

・感染症対策を実施しながら、通常通りの教育活動を再開します。

３.その他

・冷静な行動をお願いします。

・憶測や間違った噂などで感染された方やご家族、関係者への誹謗中傷などの行為が起こ

ることがないようにお願い致します。

・個人のプライバシーに関わることを詮索することのないよう、強くお願い致します。

真庭市立学校における

学校再開について

お問い合わせ先・発信元▶

学校教育課 （担当 橋本 祐一）

TEL0867-42-1087 FAX0867-42-1416

資料３



新型コロナウイルス感染者の市内発生に伴う市長メッセージ 

 

この度、岡山県から真庭市内において、昨日に続き家族関係者の感染が確認され

た旨の発表がありました。 

感染された方々には、衷心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早いご快復

をお祈りします。 

対応については、これまでと同様、岡山県が「感染症法」に基づく権限と責任により適

切にされています。内容については、岡山県の発表情報をご覧ください。 

なお、感染者の中に真庭市の天津小学校の児童が含まれていますが、学校施設は、

保健所の指導の下で真庭市が責任を持って消毒し、安全性を確保しますのでご安心く

ださい。 

今回は、ご家族の関係者に広がったケースになりますが、これまで真庭市民の皆様に

は温かい心をもってプライバシーを尊重する人々の集まりであることを示して頂きました。

今後とも、そのような市民であり続けましょう。今回も引き続き冷静に対応をいただきます

ようお願いいたしますとともに、憶測や間違った噂などで感染された方やご家族、関係者

への誹謗中傷などの行為がおこることがないように、また、プライバシーに係ることを詮索

することのないように、強くお願いいたします。 

現在、新型コロナウイルス感染症の第３波がこれまで以上の勢いで押し寄せていま

す。特に、年末年始に向かう折、人の往来も増えることが予想されます。不要不急な行

動を控えるとともに、引き続き、健康管理に十分留意のうえ、マスク着用や手指消毒な

ど、適切な感染症対策に努めていただきますようお願い申し上げます。 

                

令和２年（２０２０年）１２月９日 

 

 真庭市長  


