
臨時市長記者会見 

 
                  期 日：令和３年８月 20 日（金） 

                  時 間：午前９時から 

                  会 場：大会議室南側 

 

 

内容 

１ 三条市における新型コロナウイルスの感染状況及び新たな取組について 

・・・・・・・・・・・・・・【行政課】 

 

２ 新型コロナワクチン接種について・・【新型コロナワクチン接種推進本部】 

 

３ 令和２年度三条市成人式を延期・・・・・・・・・・・・・・【生涯学習課】 
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 新型コロナウイルスの市内での感染状況は、60 歳代以上が大幅に減少してい

る一方、10 歳代以下の感染者数が相対的に増加しています。 

 こうした状況等を踏まえ、感染症の影響により自宅療養をされる方などへの

食品等の配達サービスの検討を進めるとともに、学校における新たな感染症対

策を開始します。 

 

【本件のポイント】 

●60 歳代以上の感染が大幅に減少。10 歳代以下が感染者数の半数以上 

●感染し自宅療養をされる方などへの食品等配達サービスを検討（「ほっとデ

リバリー」） 

●感染と熱中症予防のため、教室の冷房設定を２度下げる取組を実施（「すこ

やか教室-２℃」） 

 

【本件の概要】 

１ 三条市の感染状況 

 (1) 感染者数の推移 

 

 (2) 感染者の年代別割合 

年代 ５月以前 ７月、８月 

60 歳代以上 41％ 14％ 

50 歳代以下 58％ 86％ 

 

 (3) 10 歳代以下の感染 直近２週間（8/6～19）の感染者全体の約 50％ 
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２ 感染症対策に関するお礼とお願い 

  大規模ワクチン接種会場などでの早期接種への御協力や日々の感染症対策

に関する皆様の御努力に感謝申し上げます。特に 60 歳以上の感染は以前と

比べて大幅に減少しており、ワクチンの接種の効果が顕著に表れていると捉

えています。 

  一方で、10 歳代以下の感染が相対的に増加しています。子どもたちの安心

安全のため、教育の継続のため、引き続き、保護者の方の早期のワクチン接

種をお願いします。 

 

３ 「ほっとデリバリー」の取組 

 (1) 内容 

   新型コロナウイルスに感染し、自宅療養をされる方などに対して食料品

や日常生活用品を配達する取組を実施する予定です。 

   利用者が所定のラインナップから選択した商品（上限２万円）を経過観

察期間中に２週間につき１回自宅に配送することとし、関係予算を９月定

例会に提出します。予算を議決いただけた場合には、必要な調整を行った

上で速やかに事業を開始します。 

 (2) 費用の負担について 

区分 商品代 配送料 

自宅療養者 公費負担 公費負担 

濃厚接触者 自己負担 公費負担 

 

４ 市立学校における「すこやか教室-２℃」 

  教室の冷房を使用する温度や設定温度をこれまでの 28℃から２℃下げるこ

とで、適度の換気を実施しながら児童生徒が健やかに学習できる環境を提供

し、感染予防と熱中症予防の両立を図ります。市内 28 校の小中学校及び義

務教育学校において８月下旬の始業式から実施します。 

【問合せ】三条市総務部 行政課 防災対策室 小栁、星野 

電話：0256-34-5517 
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 12 歳から 15 歳までに接種クーポン券を発送しました。 

 現在、16 歳以上の三条市民の８割以上が既に接種済み又は接種を予約済みで

す。 

 

【本件のポイント】 

●12 歳～15 歳に接種クーポン券を発送 

●16 歳以上の三条市民の８割以上が既に接種済み又は接種を予約済み 

 

【本件の概要】 

１ 三条市のワクチン接種状況 

  16 歳以上の三条市民の８割以上が１回目を接種済み、又は接種を予約済み

です。 

  現在の接種率（８月 18 日現在） 

区分 人口 １回目 ２回目 合計 

65 歳以上 31,311 人 2.3% 89.0% 91.3% 

60 歳～64 歳 6,167 人 10.5% 48.8% 59.3% 

40 歳～59 歳 25,412 人 17.1% 16.4% 33.5% 

16 歳～39 歳 20,959 人 16.0% 9.7% 25.7% 

合計 83,849 人 10.8% 44.2% 55.0% 

 

２ 大規模ワクチン接種センター 

 (1) 予約受付者数（８月 19 日午後５時現在） 

   ８月 28 日（土） 3,000 人／3,000 人（満枠） 

   ８月 29 日（日） 1,861 人／3,000 人 

 (2) 申込方法 

   インターネット、自動音声ガイダンス（電話 050-3183—0658）又はコー

ルセンター（電話 0256—33—8780）から予約できます。 

   インターネットと自動音声ガイダンスでの予約は８月 26 日（木）正午

までで、コールセンターへの電話予約は８月 27 日（金）午後５時までで

す。定員に達した時点で受け付けを終了します。 

 (3) その他 

  ・既に９月以降に１回目の予約をしている方もこの日程に変更できます。 

  ・両日とも保育ルームを開設します。（別紙チラシ参照） 

新型コロナワクチン接種について 



  ・駐車場は、イオン県央店様立体駐車場も御利用いただけます。 

 

３ 12 歳～15 歳の接種 

 (1) スケジュール 

   ８月 18 日（水） 接種クーポン券等の発送 

   ８月 21 日（土） 接種クーポン券等の配達完了予定 

   接種の詳細は現在、三条市医師会と調整中です。予約受付開始日も含め

て決まり次第ホームページ等でお知らせします。 

 (2) 送付対象者数 

   約 2,800 人 

   ※小学６年生で現在 11 歳の方には、12 歳になる誕生月に発送します。 

 (3) 接種上の留意点 

   接種には保護者の同伴が必要です。どうしても同伴ができないときは、

中学生に限り、当日の受付時に、接種についての保護者の同意を予診票の

保護者自署欄で確認できれば保護者の同伴は必要ありません。 

   また、12 歳になる誕生日の前日から接種することができます。 

 

４ 三条商工会議所の職域接種 

 (1) と き  ９月 10 日（金）、11 日（土）、12 日（日） 

 (2) ところ  三条商工会議所 

 (3) 対 象 

  ア 三条商工会議所、栄商工会、下田商工会の会員事業所役員、事業主、

従業員とその家族 

  イ 三条市内の事業所の役員、事業主、従業員とその家族 

  ※接種日に 16 歳以上の県内在住者に限ります。 

 (4) 接種人数  １日当たり 1,000 人、合計 3,000 人 

 (5) 申込方法 

８月 23 日（月）午前９時から三条商工会議所ホームページの予約専用サ

イトから申込み 

 (6) 申込期限  ９月６日（月）又は各申込み枠が定員に達した場合 

 

５ ワクチン接種と引き続きの感染予防のお願い 

  県内でも感染力の強いデルタ株による感染が拡がっています。ワクチン接

種は、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する高い効果が期待

されていますが、100％ではありません。２回目の接種後も手指消毒の実

施、マスクの着用といった基本的な感染症対策の継続をお願いします。 

【問合せ】三条市 新型コロナワクチン接種推進本部 

市民コミュニケーション班 電話：0256-34-5523 



ワクチン接種時に、お子さんをお預かりします。
※ワクチン接種には予約が必要です。現在16歳以上の予約を受け付けています。

※５か月から就学前までのお子さんが対象です。
（小学生で預かりが必要な場合については、御相談ください。) 

当日、ワクチン接種の受付前
にお越しください。

利用状況によっては、お預かり
できない場合もありますので、
御了承ください。

リサーチコア ：接種会場の隣の建物
三条商工会議所：リサーチコア隣接の建物
メッセピア ：ワクチン接種会場

接種 とき ところ

8月7日(土)
8日(日)

接種の2回目

９月４日（土）
メッセピア

3階 中会議室９月５日（日）

1回目

８月28日（土）
リサーチコア
６階 研修室

８月29日（日）
三条商工会議所

１階 多目的ホール

２回目
９月25日（土） リサーチコア

６階 研修室９月26日（日）
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 ９月 20 日(月・祝)に開催を予定していた「令和２年度三条市成人式」は、新

型コロナウイルスの感染状況を考慮し、次のとおり延期いたします。 

 

【本件のポイント】 

●新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、令和２年度成人式を延期 

 

【本件の概要】 

令和２年度三条市成人式を延期します。 
１ と き  令和４年１月 10 日（月・成人の日） 

       受付 午後０時～０時 50 分 

       式典 午後１時～２時 15 分 

 

２ ところ  燕三条地場産業振興センターメッセピア 多目的大ホール 

 

３ その他 

(1) 対象の方にははがきを送付するほか、ホームページ等でもお知らせ

します。 

(2) 今後の新型コロナウイルスの感染状況により、内容を変更すること

があります。 

令和２年度三条市成人式を延期 

【問合せ】三条市市民部 生涯学習課 生涯学習推進係 波田野、中野 

電話：0256-47-0048 
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