
- 1 - 

 

令和３年３月１７日 

 

これまでの佐井村新型コロナウイルス感染症対策本部の対応状況 

 

１ 第２０回対策本部会議開催趣旨 

・各課の対応および検討事項 

２ 発生状況等（令和３年３月１６日１６時３０分現在） 

①県内 累計感染者８７７名、入院中３１名（うち重症０名）、入院等調整中１４名 

宿泊療養中１２名、自宅療養中０名、退院・療養解除８００名、死亡２０名 

村内 感染者 ０名 

②県内の検査状況 

２２，１７３件（陽性８７７件、陰性２１，２９６件） 

 

３ 村の対応 

（１）態勢等 

〇青森県で令和２年２月１７日に青森県危機管理指針を根拠とする「新型コロナウイルス感染症

に係る危機対策本部」を設置したことを鑑み、令和２年３月２日に「佐井村新型インフルエンザ等

（新型コロナウイルス）対策本部」を設置。 

〇令和２年４月７日に政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急

事態宣言が発出されたことから、同法第34条第１項の規定に基づき令和２年４月８日に「佐井村新

型コロナウイルス感染症対策本部」に移行。 

〇令和２年５月２５日に政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊

急事態宣言が解除されたことから、同法第37条において準用する同法第25項の規定により、令和２

年５月２７日、法定設置による「佐井村新型コロナウイルス感染症対策本部」を任意設置に移行。 

〇令和３年１月７日に政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急

事態宣言が再発出されたことから、同法第34条第１項の規定に基づき令和３年１月７日付けで「佐

井村新型コロナウイルス感染症対策本部」を法定設置に移行。 
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＜本部会議の開催状況＞ 

令和2年3月 2日 第１回本部会議        令和2年 8月12日 第11回本部会議 

令和2年4月 8日 第１回本部会議（法定設置）  令和2年 9月16日 第12回本部会議 

令和2年4月15日 第２回本部会議        令和2年10月12日 第13回本部会議 

令和2年4月23日 第３回本部会議        令和2年12月 1日 第14回本部会議 

令和2年4月30日 第４回本部会議        令和2年12月23日 第15回本部会議 

令和2年5月 7日 第５回本部会議        令和3年 1月12日 第16回本部会議（法定設置） 

令和2年5月15日 第６回本部会議        令和3年 2月 1日 第17回本部会議 

令和2年5月20日 第７回本部会議        令和3年 2月12日 第18回本部会議 

令和2年5月27日 第８回本部会議（任意設置）  令和3年 3月 1日 第19回本部会議 

令和2年6月19日 第９回本部会議        令和3年 3月17日 第20回本部会議 

令和2年7月15日 第10回本部会議        

 

 

 

 

 

 

（２）これまでの実施済み対応策（抜粋版） 

【総務課】 

番号 年月日 実  施  事  項 備考 

01 常時 マスク及び感染予防備品等の配布及び在庫管理  

15 R2.4.23 佐井婦人会より 手づくりマスク寄贈 １５０枚  

18 R2.4.28 中学生以上一人一律５枚を全職員でマスク配布～5/1  

19 R2.4.30 佐井村新型コロナウイルス感染予防・対応マニュアル策定  

24 R2.5.13 青森県東部地区郵便局長会及び青森県東部地区郵便局長婦人会会

員より マスク寄贈 ５００枚 

 

26 R2.5.14 大間町藤枝氏より マスク寄贈 ９，０００枚  

29 R2.5.18 弘前倉庫（株）より マスク寄贈 ２，０００枚  

31 R2.5.29 中学生以上一人一律５枚を全職員でマスク配布（第２弾）  

32 R2.5.27 新型コロナウイルス感染症に関する佐井村対処方針の確認  

41 R2.8.25 電源開発(株) 紙製マスク５万枚、段ボールベット５０組寄贈  

42 R2.9.17 新型コロナ感染症対策関係予算の公表  

45 R2.12.1 来庁者に対する検温の実施（発熱者対応臨時コーナーの設置）  

48 R3.1.12 新型コロナウイルス感染症に関する佐井村対処方針の変更 ②  

49 R3.2.9 佐井村新型コロナウイルス感染予防・対応マニュアル【第２版】  

53 R3.3.6 防災備蓄庫兼避難所プレハブの配備（10基）  

54 R3.3.8 新型コロナウイルス感染症に関する佐井村対処方針の変更 ③  
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【総合戦略課】 

（企画政策係）   

番号 年月日 実  施  事  項 備考 

01 R2.04.10 患者送迎バスへのマスク配備・アルコール消毒徹底を依頼  

04 R2.04.28 買い物難民に対する移動販売協力依頼（正村食品株式会社）  

06 R2.05.01 新型コロナウイルス感染症対策ファイルの村内全世帯配布  

07  R2.05.13 

第一次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計

画書提出（新サイボード整備事業：総事業費 133,100 千円、交付

限度額 5,937千円） 

 

09 R2.07.28 
第二次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計

画書提出（総事業費 136,738千円、交付限度額 115,990千円） 
 

12 R3.02.05 
第三次新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計

画書提出（総事業費 65,036千円、交付限度額 57,497千円） 
 

（商工労働関係） 

番号 年月日 実  施  事  項 備考 

02 

 

R2.04.17 

 

経営安定化サポート資金（災害枠）融資拡充 

→ 保証料補助及び利子補給ともに全額国・県負担 
 

03 R2.04.22 プレミアム商品券（プレミア率２割）早期発行（5月中旬発行）  

04 R2.04.27 超プレミアム商品券（プレミアム率２割以上）の実施  

05 R2.05.01 佐井村中小企業支援事業資金貸付規程  

06 R2.05.01 佐井村雇用調整助成金制度利用者に対する支援に関する要綱   

10 R2.08.01 
佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金交

付要綱 
 

11 R2.08.01 佐井村観光船航路運行事業継続等支援事業奨励金実施要綱  

13 R2.10.15 超プレミアム商品券販売開始（プレミアム率 10割）  

14 R2.11.15 （追加）スーパープレミアム商品券販売開始（プレミアム率 10割）  

（観光関係） 

番号 年月日 実  施  事  項 備考 

11 R2.04.21 「おうちで“佐井村うに祭り”2020」開催（6/7-13、14-20）  

12 R2.08.01 
佐井村新しい生活様式対応観光・宿泊・飲食等事業継続補助金交

付要綱（再掲） 
 

13 R2.08.01 佐井村観光船航路運行事業継続等支援事業奨励金実施要綱（再掲）  

 

 

【住民生活課】 

（住民生活関連） 

番号 年月日 実 施 事 項 備考 

01 R2.3.13 申告（地方税）期限の延長。告知端末で周知  

03 R2.4.17～ 委託業務等の事業者に対する注意喚起と感染対策の周知徹底  
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07 R2.5.11～ 特別定額給付金申請書発送 受付・給付（5/12～） 広報周知 

09 R2.7.29 火葬マニュアル作成（コロナ版） 広報周知 

10 R2.8.3～ 「仁愛互助金給付事業」実施   ※8/28～ 給付 広報周知 

11 R2.8.3～ 「新生児応援金給付事業」実施  ※8/28～ 給付 広報周知 

14 R2.11.13 斎場・感染対策（網戸取付工事）完了  

15 R2.12.11 国保・後期加入者の傷病手当金給付整備（条例改正） 12月議会 

（佐井地区診療所関連） 

番号 年月日 実 施 事 項 備考 

04 R.4.30～ 福浦・牛滝診療所で電話診察開始  

05 R2.5.1 佐井地区診療所「チラシ」広報配布 広報配布 

06 R2.5.20 下北医療センターより（防護服５着配布）  

08 R2.8.1～ 感染状況による対応対策強化・緩和（検温、問診票等）  

09 R2.11.26 Ｒ２新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の活用 
 

10 R2.12.1～ 福浦・牛滝診療所の診療体制の変更（大間病院と協議済） 広報配布 

（その他医療機関関連） 

番号 年月日 実 施 事 項 備考 

02 R2.4.8～ むつ総合病院・大間病院等との情報共有や意見交換  

05 R2.5.18 「さいクリニック」へマスク寄贈（１５０枚）  

06 R2.7～ むつ総合病院・感染病棟改修工事（コロナ対応）  

07 R2.12.1～ 医療機関・診療体制の変更（コロナ・インフル） 広報配布 

 

【福祉健康課】 

番号 年月日 実  施  事  項 備 考 

01 R2.5.1～ 健康管理チェック表の配布（毎月広報誌に折込）  

02 R2.5.15 村内介護保険事業所3施設にマスクを配布（30入×5箱）  

03 R2.5.18 妊婦へのマスクの配布（6人×50入×1箱）  

04 R2.8.26 佐井村家庭学習支援事業（図書カード）の送付  

05 R2.10.1 佐井村新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等

に対する感染症対策支援事業補助金交付要綱 

 

06 R2.12.1 佐井村敬老記念商品券の配布  

 

【産業建設課】 

（農林・水産関係） 

番号 年月日 実 施 事 項 備考 

05 R2.4.23 漁協の３月期の水揚げ、加工品の取引状況について確認中  

（土木・港湾・建築等） 

番号 年月日 実 施 事 項 備考 

05 Ｒ2.5.1 水道使用料金の納付猶予について、コロナ用広報にてお知らせ。  

 



- 5 - 

 

【生涯学習課】 

〇これまでの対応（アンダーライン：前回本部会議から追加、変更） 

番号 年月日 実  施  事  項 備 考 

01 Ｒ2.5.11 子ども用マスクを１人一律５枚で配布（小学生以下３歳以上）  

02 Ｒ2.5.22 子ども用マスクを１人一律５枚で配布（３歳以上小学生未満）  

03 Ｒ2.5.25 子ども用マスクを１人一律５枚で配布（小学生分）  

04 R3.2.25 第一生命（株）より 手指用消毒液寄贈 ５０本（１本500㎖）  

 

 

 

【出納室】 

番号 年月日 実  施  事  項 備 考 

01 R2.4.23 指定金融機関（青森銀行大間支店）の渉外担当による来庁を一

時取りやめ【R2.4.23～5.6まで】 

 

 

 

 

【議会事務局】 

番号 年月日 実  施  事  項 備 考 

01 R2.3.9 定例会開会時に議事堂入り口に消毒液設置し、傍聴者にもマス

クの着用を求めた 

 

02 R2.4.8 臨時会において、議事堂入り口に消毒液設置し、傍聴者にもマ

スクの着用を求めた 

 

番号 年月日 実  施  事  項 備考 

03 R2.4.23 4月27日開催予定の連合審査会については、3密を防ぐため会場

を第2委員会室から議事堂へ変更します。 

 

04 R2.4.23 議事堂、理事者側の席の移動をお願い。  

05 R3.1.12 佐井村議会業務継続計画（議会BCP）作成中  

06 R3.1.15 佐井村議会業務継続計画（議会BCP）作成 

佐井村議会災害対策連絡会議設置 

 

 

 

 

【消防分署】 

番号 年月日 実  施  事  項 備考 

01 R2.3.19 職員全員の体調管理（検温等）の徹底  

06 R2.4.24 救急活動時の装備について住民に周知のため広報 5月号に掲載  

09 R2.5.20 役場職員に対して感染防護服、防護具の着脱手順展示、指導  

 



- 6 - 

 

４ 今後の対応 

 

（１）感染拡大の防止 

感染拡大の防止に向け、迅速かつ全力で対応する。また、感染拡大を予防するソーシ

ャルディスタンシングなど「新しい生活様式」の定着を図る。 

 

（２）適時適切に必要な対策を実施 

村内の状況等をしっかり把握し、村としてとるべき対応を検討の上、適時適切に必要

な対策を実行に移し、今後の村内での健康被害、社会・経済への影響を最小限に抑え

る。 

 


