
新型コロナウイルス感染症について（R2.3.4 現在） 

 

○ＷＨＯ「緊急事態宣言」（2020.1.30）≪2019.12 中国で新型コロナウイルス発生≫ 

 

○新型コロナウイルス感染症の現在の国内の状況と厚生労働省の対応について 

 
 1月 30日（木）・・・新型コロナウイルス感染症対策本部の設置 

 2月 1日（土）・・・感染症法に基づく「指定感染症」に指定 

 2月 16日(日)・・・現在の状況と必要な対策を議論する「専門家会議」開催 

 2月 24日(月)・・・現在の状況と必要な対策を議論する「専門家会議」開催 

2月 25日(火)・・・対策本部で基本方針決定 

2月 27日(木)・・・首相が全国小中高に３月２日からの休校要請 

 3月 1日(日)・・・ 新横浜港クルーズ船・・陽性確認 705名 

 

○大分県の対応 

 1月 17日（金）・・健康危機管理調整会議を開催（検疫所との連携等について協議） 

 1月 21日（火）・・専用の電話相談窓口を設置 

 1月 28日（火）・・・新型コロナウイルスに関する臨時関係部長会議の開催（1/31.2/4.2/18） 

2月 1日(土）・・ 感染症対策連絡会議(保健所、感染症指定医療機関、検疫等)を開催 

          大分県衛生環境研究センターで検査体制の確立 

 2月 5日（水）・・県は、帰国者・接触者外来を県内 15カ所に設置 

2月 10日（月）・・宇佐高田地区感染症対策連絡会議開催 

2月 17日（月）・・今後の医療体制を協議するために、医師会感染症担当理事会議開催 

2月 25日（火）・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催（第 1回目） 

2月 27日（木）・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催（第 2回目） 

3月 3日（火）・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催（第 3回目） 

 

○宇佐市の対応 

 1月 27日（月）・・宇佐市のホームページに新型コロナウイルス感染予防対策掲載 

 1月 30日（木）・・上記の県の会議を受けて市町村の関係課に通知。 

2月 3日（月）・・ 健康危機管理室を立ち上げて、第 1回目の健康危機管理会議開催 

2月 5日（水）・・市窓口、各支所、図書館に感染予防のチラシ配布 

2月 6日（木）・・庁舎入口等にマスク設置予定、消毒液（2/3～設置済） 

2月 10日（月）・・宇佐高田地区感染症対策連絡会議開催 

2月 25日（火）・・広報うさ３月号と一緒に感染予防対策のチラシの全戸回覧 

2月 26日（水）・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催（第１回） 

2月 28日（金）・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催（第 2回） 

3月 3日（火）・・新型コロナウイルス定住自立圏懇話会（第 1回目） 

3月 4日（水）・・新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催（第 3回目） 
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（カッコ内は前日からの変化） ※１　うち日本国籍211名　　※2 今までに重症から軽～中等症へ改善した者は1名
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○県内の状況 

大分県における新型コロナウイルスの PCR検査実施人数 

3 月 2 日は６人、3 月 3 日は 13 時時点で５人の PCR 検査を実施し、陰性 10 人、陽性

1人。 

（これまでに累計４９人実施し、陰性４８人、陽性１人。） 

○県内で新型コロナウイルスによる肺炎が疑われる患者が発生した場合のフロー図 

  （2 月 18 日～） 

 

○健康管理の危機管理体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○発熱や風邪の症状がある場合

かかりつけ医や近くの医療機関に電話で症状などを伝える

→受診時間やどの入口を使うかの指示を受ける

治療をしているにもかかわらず、
○風の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続いてい
る。
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
○強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。

     帰国者・接触者相談センターに相談

帰国者・接触者外来の受診（県内１５病院）

感染病床のある指定医療機関へ入院治療

感染の疑い

検体採取→県衛生環境研究センターで検査→陽性
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○感染拡大の防止に向けた取組（R2.2.28） 

 

１ 市主催行事について  

不特定多数の参加が見込まれる屋内での市主催行事については、当分の間 

（本年３月末を目処）、原則として延期または中止する。 

  ただし参加者が特定され、かつ、実施日の変更や中止が困難なものは、感染予防に 

必要な対策を講じた上で、実施する。 

 

２ 市営施設（指定管理施設を含む）の利用制限について 

感染症予防対策を徹底する。 

  宇佐市民図書館、宇佐市平和資料館、宇佐空の郷については、当分の間休館とする。 

  その他の施設については、現在調整中。 

 

３ 市庁舎について 

市庁舎の各入り口に手指消毒薬等の設置及び協力依頼文書の掲示を継続する。 

 

４ 社会・経済機能の維持について 

各事業所等に対して、感染拡大防止対策を徹底するよう要請する。 

①風邪の症状や発熱など感染が疑われる方は出勤しないように周知を要請する。 

②職場における手洗いや手指消毒の励行及びマスク着用などの周知を要請する。 

③休暇の取得や時差出勤等について配慮を要請する。 

 

５ 保育所や幼稚園等の対応について 

①保育所や幼稚園については、保護者の仕事と子育ての両立支援のため、国の方針

に基づき、引き続き開園していただくこととする。 

②施設の利用者や職員が感染者となった場合には、 

・当該施設については、当面１４日間の臨時休園等を要請する。 

・感染者が発生した地域の施設等については、臨時休園等を検討する。 

③放課後児童クラブは、国の方針に基づき、開所する方向で現在調整中。 

④その他子育て支援施設は、現在調整中。 

 

(教育委員会の対応) 

１ 小中学校においては、令和２年３月２日（月）から当分の間臨時休業とする。なお、

休業期間中の部活動は学校内外を問わず実施しない。 

  公立幼稚園については、国の方針に基づき、臨時休業は行なわず引き続き開園する。 

 

２ 小中学校及び公立幼稚園の卒業式及び卒園式については、感染防止措置を徹底し、

出席者は卒業生及びその保護者、教職員とし必要最小限の人数で実施する。なお、

来賓の招待や在校生の卒業式への出席は行わない。 

  

３ 宇佐市教育委員会が所管する教育支援センター「せせらぎ教室」は令和２年３月２  

 日（月）から当分の間、閉室する。 

  

４ 宇佐市教育委員会が所管する、宇佐市民図書館、平和資料館、宇佐空の郷は、令

和２年３月２日（月）から当分の間休館とする。 

 

  



○県内発生早期 

 （目的）1.感染拡大をできる限り抑える。 

     2.感染拡大に備えた体制の整備を行う。 

 ①感染拡大に備えた体制の整備 

   ・対策本部設置 

   ・対策会議設置（市内発生時） 

 ②情報収集、提供、共有 

   ・各課の現在の状況 

   ・市民への情報共有（市内発生時→対策会議） 

 ③予防、まん延防止 

   ・感染防止対策の徹底 

   ・イベント対応 

   ・マスク、消毒液 

 ④市民生活及び地域経済の安定確保 

   ・相談窓口の設置（健康課）・・市内に発生時 

   ・要援護者への生活支援・・市内発生時 

 

 

部　　名 役　　　　　割 担　　当　　課

業務継続計画に関すること

職員、職場の感染防止に関すること

関係機関からの情報収集・共有に関すること

関係施設の衛生管理に関すること

職員の管理(健康状態、感染予防を含む）に関すること

本庁舎の衛生管理に関すること

市長、副市長の連絡調整に関すること

広報に関すること（ホームページ・広報・ＳＮＳ）

報道機関との連絡調整に関すること

財政措置に関すること 企画財政課

危機管理の調整に関すること 危機管理課

埋火葬の円滑な実施に関すること

ごみの排出抑制に関すること

対策本部及び健康危機管理室の設置及び運営に関すること

新型コロナウイルスの発生状況の把握に関すること

新型コロナウイルスの感染予防対策の広報に関すること

医師会等関係機関の調整及び情報の周知に関すること

市民からの相談に関すること

抗ウイルス薬、ワクチンに関すること

社会福祉施設等における情報収集、連絡に関すること 福祉課・介護保険課

要援護者及び障害者等に関すること 福祉課

保育所等の児童福祉施設等における情報収集、連絡に関すること

保育所等の児童福祉施設等における感染予防・まん延防止に関すること

経済部 商工関係団体及び中小企業等への広報・啓発に関すること 商工振興課

建設水道部 水道・下水道事業の継続に関すること 上下水道課

支所庁舎の衛生管理に関すること 安）院）地域振興課

要援護者及び障害者等に関すること 安）院）市民サービス課

水道事業の継続に関すること 安）院）産業建設課

教育長の連絡調整に関すること 教育総務課

学校等（幼稚園含む）における対策に関すること 教育総務課・学校教育課

保護者等に対する情報提供と感染防止対策への協力要請に関すること 学校教育課

学校等の臨時休校・休業に関すること 学校教育課

消防本部 患者搬送体制の確保に関すること 警防課

市民生活部 生活環境課

安心院・院内支所

県内発生期 新型コロナウイルス対策における各課の役割について(案）

各課等共通 全課

総務課

総務部 秘書広報課

子育て支援課

教育委員会

福祉保健部

健康課


