
【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 
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真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（31回） 

日 時 令和 3(2021)年 4月 6日(火) 

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58～63例目の確認について 

  ・市内の発生情報（健康福祉部） 

 

 

 

  ・学校職員の感染に伴う学校の対応について（教育委員会） 

 

 

 

  ・こども園職員の感染に伴う対応について（子育て支援課） 

 

 

 

  ・事務職員の感染に伴う対応について（総務課） 

 

 

 

４．閉 会 



　出席者名簿

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

健康福祉部 次　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

落合振興局 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

真庭市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第31回）



令和３年４月６日     

 課名  新型コロナウイルス  

     感染症対策室 

 担当  総合調整グループ 

 平田、流郷、竹花 

 内線  3706、3728、3720 

 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２７６３～２７６９例目） 

４月５日に、県内で新型コロナウイルスの感染者が７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２７６３～２７６９例目（２７

６２～２７６８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。 

 

【２７６３～２７６６例目】 

 ２７６３例目 ２７６４例目 ２７６５例目 ２７６６例目 

年 代 ５０代 ２０代 ２０代 ２０代 

性 別 男性 男性 男性 女性 

居住地 真庭市 真庭市 真庭市 真庭市 

職 業 公務員 無職 会社員 公務員 

発症日 ― ４月２日 ― ３月３１日 

発症日の 

症 状 
無症状 発熱 無症状 微熱 

検 

査 

採取日 ４月４日 ４月４日 ４月４日 ４月４日 

判明日 ４月５日 ４月５日 ４月５日 ４月５日 

方法 ＰＣＲ ＰＣＲ ＰＣＲ ＰＣＲ 

現在の症状 無症状 軽症 無症状 軽症 

備 考 

・２７５６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・入院 

・２７５６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・宿泊療養施設に
入所 

・２７５６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・宿泊療養施設に
入所 

・２７５６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・宿泊療養施設に
入所 

 

  

お 知 ら せ 



 ２７６７例目 ２７６８例目 ２７６９例目 

年 代 ６０代 ３０代 ４０代 

性 別 男性 女性 女性 

居住地 備前市 真庭市 真庭市 

職 業 無職 公務員 公務員 

発症日 ４月４日 ４月５日 － 

発症日の 

症 状 
咳、喉の違和感 発熱 無症状 

検 

査 

採取日 ４月５日 ４月５日 ４月５日 

判明日 ４月５日 ４月５日 ４月５日 

方法 ＰＣＲ ＰＣＲ ＰＣＲ 

現在の症状 軽症 無症状 無症状 

備 考 

・２６９６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・入院 

・２７５６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・療養先調整中 

・２７５６例目の
濃厚接触者とし
て検査 
・療養先調整中 

 

 

 
 

 

 

・ 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3年（2021年）4月６日

報道関係 各位

真庭市教育委員会

4月5日（月曜日）、真庭市立落合中学校の学校給食調理場の職員2名が新型コロナウイルスに感

染していることが新たに確認され、同中学校では感染の確認された学校給食調理場職員が累計で３名

となりました。学校の対応については以下のとおりです。

概要▶

保健所の指導のもと、以下のとおり対応します。

1 真庭市立落合中学校（真庭市下方625）の対応について

・学校の教育活動は、感染症対策を行いながら、4月7日（始業式）から通常どおり行います。

・給食の調理等に必要な人員が確保できないため、下記の期間は給食の提供を休止します。

休止期間：令和3年4月12日（月曜日）から令和3年4月16日（金曜日）まで

（給食休止期間中は、弁当持参の対応となります。）

※接触者の検査結果によっては、保健所の指導を仰ぎながら今後の対応を検討します。

2 その他

・感染された方やご家族等の人権尊重、個人情報保護に特段のご理解とご協力をお願いします。

真庭市立学校における新型コロナウイルス

感染者の確認について（第２報）

－市立落合中学校における学校給食の提供休止－

お問い合わせ先・発信元▶

教育総務課（担当：淺野 晃彦）

TEL 0867-42-1085 FAX 0867-42-1416

学校教育課（担当：秋元 紀幸）

TEL 0867-42-1087 FAX 0867-42-1416



令和3年(2021年)4月6日

報道関係 各位

真庭市役所

真庭市立落合こども園の職員１名について４月５日に新型コロナウイルス感染者が確認されました。

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、真庭市立落合こども園については、７日ま

で臨時休園とします。

概要▶

保健所の指導のもと、以下のとおり対応します。

1 真庭市立落合こども園（真庭市落合垂水938-1）の対応について

・令和３年４月７日（水）まで臨時休園とします。

・４月８日（木）から、どうしても保育が必要な方のみ保育を実施予定です。なお、接触者の検査結

果によっては、予定を変更する場合があります。

2 その他

・感染された方やご家族等の人権尊重、個人情報保護に特段のご理解とご協力をお願いします。

真庭市立落合こども園における

新型コロナウイルス感染者の確認による

臨時休園について

【4月5日確認分】

お問い合わせ先・発信元▶

子育て支援課 （担当：石田・山岡）

TEL 0867-42-1054 FAX 0867-42-1388



令和3年(2021年)4月6日

報道関係 各位

真庭市役所

4月5日（月曜日）、真庭市役所美甘振興局の職員１名が新型コロナウイルスに感染して

いることが確認されました。市役所の対応については以下のとおりです。

概要▶

保健所の指導のもと、以下のとおり対応します。

1 真庭市役所美甘振興局（真庭市美甘4134番地）の対応について

・庁舎内の消毒を実施し、感染症対策を行いながら、通常どおり開庁します。

２ その他

・人権尊重、個人情報保護に特段のご理解とご協力をお願いします。

真庭市役所における新型コロナウイルス

感染者の確認について

【4月5日確認分】

お問い合わせ先・発信元▶

総務課 （担当：児玉 向林）

TEL 0867-42-1150 FAX 0867-42-1341



新型コロナウイルス感染確認に伴う市長メッセージ 

 

本日 6 日、岡山県から、真庭市内において昨日発表した方の濃厚接触者６名の感染が

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、一日も早いご回復をお祈りします。 

 

感染者の中には、市職員が含まれておりますが、市役所本庁舎をはじめ関係する施設は

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

ださい。 

市としましては、今まで以上に職員の感染症対策に関する意識を高め、誰もが感染する可

能性があるという認識のもと、職員一人ひとりが意識ある行動を改めて徹底してまいります。 

 

市民の皆様には、これまでも冷静に対応していただいており、大変感謝しております。これま

で同様、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。 

 

変異株の感染を含め第４波の始まりとも言われるほど全国的に感染が拡大しつつあり、3

府県では「まん延防止等重点措置」が適用されているところであります。 

今一度、マスク着用や手指消毒などの感染防止対策にしっかりと意識を向けていただくとと

もに、健康管理に十分留意し、外出時だけでなく家庭内でも適切な感染症予防に努めてい

ただきますようお願いいたします。また、発熱の症状があるなど、健康に不安がある場合は、早

めに医療機関などに相談していただきますようお願いいたします。 

なお、真庭市における予防接種についてですが、既に医療関係者の接種を始めており、５

月１７日からは高齢者の皆様から順次市内の医療機関で予防接種を受けていただく準備を

進めております。一日でも早く予防接種を完了できるよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

市民の皆様、感染拡大防止に全力で取り組んでまいりましょう。 

 

                       令和３年（２０２１年）４月6日 

真庭市長  


