
TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2020年12⽉23⽇
最終更新⽇ 2020年12⽉23⽇

⽇時︓場所　令和２年12⽉14⽇（⽉）午前８時57分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況と動向について

　　・町の対応状況や県内感染者の発生状況を情報共有しました。

　　・国内の発生状況と各地の医療体制状況を情報共有しました。

２　各課等の状況と経済対策事業等の状況について

　　・町⺠へのマスク配付（第３弾）の報告がありました。

　　・国の3次補正への対応を確認しました。

　　・各種税金及び使用料の減免、猶予状況を確認しました。

　　 ・インフルエンザ予防接種の状況が報告されました。

　　 ・各種経済支援の状況と支援策の周知徹底を確認しました。

　３　年末年始の対応について

　　・感染予防対策のチラシ配布と更なる注意喚起の徹底を確認しました。

　　・町⻑メッセージの配信⽅法を確認しました。

　　・職員の感染予防と感染時の報告体制等を確認しました。

　４　今後の⾏事予定等について

　　・役場仕事納め式、来年の成⼈式などの町の主要⾏事について確認しました。

　 ５　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　　・町内飲⾷店への注意喚起と状況分析、支援の必要性を検討すること。

　　 ・年末年始の職員の感染予防対策の徹底、関係団体への注意喚起を徹底すること。

　　 ・年末年始に緊急本部会議を開催する場合もあること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

第２１回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年01⽉14⽇
最終更新⽇ 2021年01⽉14⽇

⽇時︓場所　令和３年１⽉８⽇（⽉）午前９時００分から　役場⼤会議室

会議の概要

【会議に先⽴ち、１都3県に対し緊急事態宣⾔が再発令されたことから、本⽇９時に法に 基づく対策本部設置に切り替えている旨の報告有
り。

　期間は、1⽉8⽇から2⽉7⽇。】

１　感染症の状況と動向について

　　・国、県内の感染者の発⽣状況について情報共有しました。

２　ワクチンの接種の取組みについて

　　・国、県、町の実施体制、タイムスケジュールの⾒込み等の情報を共有しました。

３　経済対策について

　　・経済対策事業（特に飲⾷業、宿泊関係、農産物⽣産者支援）の執⾏状況を確認し

　　　各種支援事業について、再度周知を図り、関係団体との連携も図ることとしました。

４　今後の⾏事等の予定について

　　・第4四半期の⾏事・イベントの取扱いを確認しました。

　　・緊急事態宣⾔を受け、町⻑メッセージについて検討しました。

５　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　　・町として必要な支援を検討していくこと。

　　・県外者との業務打ち合わせ等は、事務室ではなく、広い会議室等で対応すること。

　　・コロナ支援事業については、再度事業進捗状況等が分かる資料を作成すること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

戻る

第２２回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年03⽉03⽇
最終更新⽇ 2021年03⽉03⽇

⽇時︓場所　令和３年２⽉９⽇（⽕）午前９時００分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症等の状況について

　　・国、県の感染者の発生状況について情報共有しました。

　　・緊急事態宣⾔対象区域（10都府県）での期間延⻑と感染症対策の基本的対処⽅針の変更事項を確認しました。

　 　・新型インフルエンザ等対策特別措置法の⼀部改正の内容を確認しました。

２　新型コロナウイルスワクチン接種について

　　・国の通知等により町で想定されるスケジュールとその対応策等を確認しました。

　３　各課におけるコロナ対策の現状について

　　・各種支援事業の進捗状況を情報共有しました。

　４　その他

　　・岩泉町ウイズコロナ官⺠連携会議（仮称）を開催、設置することとしました。

　 ５　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　　 ・国の３次補正予算を活用し、経済対策を講じていくこと。

　　 ・引き続き町内での感染防⽌策の徹底を図ること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

戻る

第２３回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年03⽉03⽇
最終更新⽇ 2021年03⽉03⽇

⽇時︓場所　令和３年２⽉２６⽇（金）午前１１時０５分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　　・国、県の感染者の発⽣状況について情報共有しました。

２　各課のコロナ対策の現状について

　　・各種支援事業の進捗状況の確認と情報共有をしました。

　　・国の１次、２次補正の町予算の執⾏状況と３次補正に向けた対応を確認しました。

３　ワクチン接種体制について

　　・現時点の接種場所及びワクチン接種スケジュールを確認しました。

４　その他

　　・リモート会議及び講習会等に対応した部屋の確保を検討することとしました。

　　・コロナ対応物品等の備蓄⽅針に基づく購⼊実績の情報共有をしました。

　　・岩泉町ウイズコロナ官⺠連携会議の会議内容を情報共有しました。

５　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　　・引き続き、町内から感染者を出さないように、感染予防に努めること。

　　・国の第３次補正に対応した町の取り組みを検討すること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

戻る

第２４回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年03⽉29⽇
最終更新⽇ 2021年03⽉29⽇

⽇時︓場所　令和３年３⽉２２⽇（⽉）午前９時００分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発⽣状況について情報共有しました。

２　ワクチン接種体制について

　・現時点での接種スケジュール及び予約受付体制の状況を確認しました。

　・ワクチン接種実施計画の内容を精査することとしました。

　・済⽣会岩泉病院での接種対応訓練を実施することとしました。

　３　その他

　・3⽉25⽇開催の議会臨時会への感染予防対策予算の提案を検討しました。

　・町主催イベント等の開催基準について再確認しました。

　４　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　・宮城県等で感染が増加している。引き続き感染予防の徹底と町内感染者を出さないよ

　　うに努めること。

　・ワクチン接種事業は、重要な事業となるので職員⼀丸となって対応すること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩⼿県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

戻る

第２５回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年04⽉08⽇
最終更新⽇ 2021年04⽉08⽇

⽇時︓場所　令和３年４⽉６⽇（⽕）午前９時３０分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発生状況について情報共有しました。

　・まん延防⽌等重点措置制度及び発生地域の確認

２　ワクチン接種体制について

　・接種の通知内容、接種スケジュール及び予約受付体制の状況を確認しました。

　・接種に係る送迎支援について、内容を確認しました。

　・接種シミュレーションについて、４⽉７⽇実施することとしました。

　・⾼齢者施設⼊所者の接種は、当該施設内で実施することとしました。

３　その他　

　・公共施設等感染症予防対策事業として、各施設に新たに除菌脱臭機等を整備することとしました。

４　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　・ワクチン接種の対応は、⻑期期間にわたるので職員全体で対応すること。

　・県内外の感染状況を考慮しながら、町主催イベント等の開催基準について⾒直し検討を実施すること。

　・町有施設利用者の基準を再度検討すること。

　・経済対策支援では、国、県の事業内容の情報収集に務め、今後の町施策に反映すること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

第２６回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年05⽉10⽇
最終更新⽇ 2021年05⽉10⽇

⽇時︓場所　令和３年４⽉２８⽇（⽔）午前１０時１５分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発生状況について情報共有しました。

　・感染が拡⼤している地域等の往来、ゴールデンウィークにおける感染防⽌の確認

２　ワクチン接種の進捗状況及び今後の計画について

　・町接種実施計画等改めて細部確認をしました。

　・接種実績　４⽉２１⽇〜４⽉２５⽇　４８３⼈（⾼齢者第１回接種　接種率１２．３８％）　

　・接種実施計画
　　　岩泉・⼩本地区の⾼齢者接種は、５⽉１２⽇からとし、予約受付は、５⽉６⽇（木）、５⽉７⽇（金）実施する。併せて⾼齢者施設
⼊所者も同時接種する。

　・予約⽅法　現時点では混乱を避けるため電話で⾏うこととした。

３　町主催イベント等の開催対応基準について（第３回改訂）

　・４⽉２０⽇に基準の⼀部を⾒直し、関係団体にも参考として周知することとしました。

４　その他　

　・住⺠周知用のチラシを作成し、再度感染予防の周知徹底を図ることとしました。

　・職員の服務管理について再確認しました。

４　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　・町内飲⾷店のコロナ感染対策の現状から、引き続き感染予防の徹底を図る必要があるので検討すること。

　・コロナ感染症対策は、⻑い期間を要する。国、県の事業内容の情報収集に努め、町施策を逐次⾒直し対策を講じること。

お問い合わせ

岩泉町役場
住所︓〒027-0595　岩⼿県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59－5
TEL︓0194-22-2111

第２７回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > 岩泉町からのお知らせ⼀覧

公開⽇ 2021年06⽉14⽇
最終更新⽇ 2021年06⽉14⽇

⽇時︓場所　令和３年５⽉３１⽇（⽉）午前９時３０分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発生状況について情報共有しました。

　・緊急事態宣⾔及びまん延防⽌等重点措置区域を確認しました。

２　ワクチン接種の進捗状況及び今後の計画について

　・５⽉31⽇時点接種実績（⾼齢者第１回接種　接種率４０．４１％、第２回接種２７．０４％）　

　・社会福祉施設⼊所者及び職員の接種開始（５⽉６⽇〜６⽉上旬終了⾒込み）

　・基礎疾患者に対する案内は６⽉１⽇から開始（７⽉中旬接種開始⾒込み）

３　町関連イベント等について確認・協議

　・オリンピック、パラリンピック聖⽕リレー開催（６⽉１７⽇）

　・南部⽜追い唄開催について（継続協議）

４　各課施策の実施報告及び協議（６⽉４⽇議会全員協議会の資料確認も含む）

＜感染予防等関係＞　

　・公共施設等に顔認証温度計、ディスペンサー及び除菌脱臭機等配置

　・福祉サービス事業所等感染症予防対策事業補助⾦の交付決定

　・⼦育て世帯生活支援給付⾦支給

　・ワクチン接種受付のネット使用促進

　・町内保育施設及び各事業所等への感染予防出前講座の実施（計５回）等

＜経済支援策＞※岩手県事業含む

　・地域企業経営支援⾦及び岩手需要喚起緊急対策事業等

　・感染症対策資⾦融資利⼦等補給補助⾦

　・町内消費購買拡⼤事業補助（商品券発⾏）

　・宿泊事業者緊急対策支援事業補助等

第２８回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > カテゴリ > 属性 > 新型コロナウイルス感染症 > 町対策本部情報

公開⽇ 2021年07⽉12⽇
最終更新⽇ 2021年07⽉12⽇

⽇時︓場所　令和３年６⽉３０⽇（⽔）午前９時５０分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発⽣状況について情報共有しました。

　・緊急事態宣⾔及びまん延防⽌等重点措置区域を確認しました。

２　ワクチン接種の進捗状況について

　・６⽉２９⽇時点の接種実績（⾼齢者第１回接種　接種率８８．４４％、第２回接種５２．４１％）　

　・医療従事者接種完了（９８．００％）

３　ワクチン⼤規模接種について

　・１６歳以上の全町⺠に対する⼤規模接種を新たに計画実施

　・期⽇は、第１回⽬７⽉22⽇から４⽇間、第２回⽬８⽉12⽇から４⽇間

　・場所は、岩泉町⺠会館とする。

　・予約については、７⽉１⽇からインターネット、電話及び窓⼝予約とする。

　・住所のない町内在住者にも周知する。

　・１２歳から１５歳については、状況判断しながら追加実施する。

４　経済支援策について

　・現状支援策の進捗状況の確認

　・７⽉補正予算要求予定の各種事業の協議

　・特に県支援事業に関連した町支援事業について重点協議

５　第２回ウイズコロナ官⺠連携会議内容について情報提供

６　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項

　・岩手県の感染状況を⾒るに下げ⽌まりが⾒えないので、引き続き緊張感をもって感染予防の徹底に努めること。

　・来庁者が増加傾向にあるので、接客については⼯夫をもって感染リスク低減に努めること。

第２９回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

サイト内検索 検索

サイトマップ お問合せ
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TOP > カテゴリ > 属性 > 新型コロナウイルス感染症 > 町対策本部情報

公開⽇ 2021年08⽉04⽇
最終更新⽇ 2021年08⽉04⽇

⽇時︓場所　令和３年７⽉３０⽇（金）午前１０時１０分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発生状況について情報共有しました。

　　（岩手県　確保病床の使用率２１．７％　ＰＣＲ陽性率５．３％）

　・県の直近４⽇間は、感染者が急増している。

　・国では、緊急事態宣⾔、まん延防⽌地区の拡⼤を⾒込んでいる。

２　ワクチン接種の進捗状況について

　・７⽉２６⽇時点接種実績（対象者（１２歳以上）８，２９８⼈）

　　　第１回接種　接種率８３．１６％、　第２回接種　接種率５２．６８％

　・基礎疾患者接種完了

３　⼤規模接種後の集団接種（会場︓済生会岩泉病院）

　・集団接種後の未接種者に対して実施

　　　第１回接種　８⽉２９⽇（⼟）・８⽉３０⽇（⽇）

　　　第２回接種　９⽉１８⽇（⼟）・９⽉１９⽇（⽇）

４　最終未接種者の意向確認を実施

　・９⽉以降に個別案内実施予定

５　経済支援策について

　・現状支援策の進捗状況の確認

６　その他

　・お盆前に、必要に応じて「町⻑メッセージ」を発出する。

　・感染予防対応にゆるみが生じているので、さらなる感染予防の周知を図る。

第３０回　岩泉町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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TOP > カテゴリ > 新着リスト > 新着情報
TOP > カテゴリ > 属性 > 新型コロナウイルス感染症 > 町対策本部情報

公開⽇ 2021年09⽉08⽇
最終更新⽇ 2021年09⽉08⽇

⽇時︓場所　令和３年８⽉３１⽇（⽕）午前１０時００分から　役場⼤会議室

会議の概要

１　感染症の状況について

　・国、県の感染者の発生状況について情報共有。

　　【岩手県累計　２，９６９⼈（８⽉３０⽇午後３時現在）】

　・緊急事態宣⾔地域は２１都道府県、まん延防⽌地域は１２県で、

　　全国４７都道府県のうち３３都道府県が指定されている。

　・期限は９⽉１２⽇まで、延⻑の可能性がある。なお、県独⾃で盛岡地域に

　　対し、飲⾷店等への時短要請を実施している。

２　ワクチン接種の進捗状況について

　・８⽉３０⽇現在の接種実績（対象者１２歳以上８，２１６⼈）

　　　第１回接種　接種率８９．０１％、　第２回接種　接種率８３．７５％

　・集団接種の実施結果（８⽉２８⽇〜２９⽇・第１回）

　　　３９０⼈の町⺠が接種し、町外住⺠登録者も実施した。

　・今後未接種者に対し、意向調査を実施することとした。

３　その他

　・経済支援策の現状を確認し、岩手県独⾃の緊急事態宣⾔下での影響について

　　情報共有した。

　・町有施設利用の再開時期については、感染状況によって判断することとした。

　・学校⾏事について、縮⼩開催の⽅向性を確認した。

４　本部⻑（町⻑）からの指⽰事項等

　・コロナワクチン接種率が、８０％以上と⾼い状況となった。済生会病院の協⼒や

　　町⺠のご理解に感謝する。

　・県内の感染もほぼデルタ株に置き換わっている状況から、引き続き感染予防対策
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