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2020年３月 月例市長記者会見 資料 

「新型コロナウイルス感染症対応について」 

郡山市保健所 

日 付 対          応 

１月 8 日 厚労省通知「非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起（厚生労働省）」 

を保健所から市内医療機関へ情報提供 

１月 17 日 国内第 1号患者発生（厚労省ウェブ）、疑似症サーベイランスの症例定義（国立感染症研

究所）を保健所から市内医療機関へ情報提供 

１月 23 日 厚労省通知「院内感染対策の徹底」を保健所から市内医療機関へ周知 

 

１月 27 日 庁議  

〇新型コロナウイルス感染症について情報共有 

１月 29 日 「令和元年度第 1回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇新型コロナウイルス感染症について情報共有、各部局の対応確認。 

１月 30 日 「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行について」 

 保健所から市内医療機関へ周知 

１月 31 日 

 

「郡山市新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議」 

〇新型コロナウイルス感染症について(情報共有) 

２月１日 「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める」政令施行 

 

２月３日～ 

（原則毎日） 

二役打合せ 

〇情報共有、市の方針等確認 

２月３日～ 

（原則毎日） 

保健所課長会議  

〇情報共有、方針確認、各部局の相談対応（行事や施設の衛生管理、実施（中止・延期）

の判断等） 

２月３日 「令和元年度第 1回郡山市健康危機対策連絡調整会議 

〇新型コロナウイルス感染症の各課対応を情報共有。 

２月３日 感染症指定医療機関 公立岩瀬病院長との打ち合わせ（保健所長出席） 

 

２月４日 県中保健福祉事務所との調整会議（保健所長出席） 

 

２月６日 新型コロナウイルス感染症対策会議 

（県中保健福祉事務所主催）（保健所長出席） 

２月６日 新型コロナウイルス感染症の対応に関する全国衛生主管部（局）長会議 

（保健所長出席） 

２月７日 帰国者・接触者相談センター 設置                     Ｐ.6 

024-924-2163 

２月７日 中華人民共和国湖北省から帰国した「新型コロナウイルス感染症」患者の対応について（依

頼）  郡山医師会長、郡山市保健所長（連名）から市内医療機関へ通知。 

２月 10 日 県プレスリリース：「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」 

 

２月 14 日 県プレスリリース：「クルーズ船乗船者の新型コロナウイルス感染患者の県内医療機関での

受け入れ【記者会見】 

２月 15 日 県プレスリリース：「クルーズ船乗船者の新型コロナウイルス感染患者の県内医療機関での

受け入れ【３名要請 計５名 受入】 

２月 20 日 

 

「令和元年度第２回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇「市等主催イベント中止等、市有施設休館の指針」を策定、同日施行   Ｐ.７～８ 

２月 21 日 

 

福島県保健所長会議 

〇新型コロナウイルス感染症（保健所長出席） 

２月 21 日 横浜検疫所（福島県経由）から「ダイヤモンド・プリンセス号」の下船者 5名の情報提供、

2/23～3/6 まで健康状態を把握と健康フォローアップセンター（厚生労働省設置）へ報

告の要請があり、対応。（終了） 

２月 25 日 

 

「令和元年度第３回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇「市等主催イベント中止等、市有施設休館の指針」改定、同日施行。   Ｐ.７～８ 

⇒不特定多数の参加者イベントの原則中止（延期） 

２月 25 日 県プレスリリース：クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」（2/3 横浜市へ入港）から

の下船者について 

〇感染の恐れのない方 7名は県内在住者 

２月 25 日 市プレスリリース：クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの本市の下船者につ

いて 

〇県公表の 7 名のうち 5 名は市内在住者を確認 

２月 25 日 

 

新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議 医療専門委員会 

〇発生段階による医療体制について 

２月 26 日 

 

新型コロナウイルス感染症研修会（郡山市・郡山医師会 主催） 

〇講師：郡山市保健所長／福島県立医科大学附属病院 感染制御学講座 仲村究准教授 

２月 28 日 

 

 

「令和元年度第４回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇市指針を民間団体等へ周知、理解を求める。 

⇒同日、各課を通じ、民間へ市の指針を周知依頼。 

３月２日 「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診察や処

方箋の取り扱いについて（厚生労働省）」 

〇保健所から郡山医師会・郡山薬剤師会へ周知。 

３月３日 

 

「令和元年度第５回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の適用を想定した対応について、情報共有を

図る。   
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郡山市保健所 

３月８日 「令和元年度第６回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇（県内初）感染例の情報共有、今後の対応策（市内での確定患者発生した場合の対応／

市職員等（家族）が確定患者となった場合の対応／公表）について協議。 

3 月９日 「第 2 回郡山市新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議」 

〇（県内初）感染例の情報共有、今後の対応策（市内での確定患者発生した場合の対応／

市職員等（家族）が確定患者となった場合の対応／公表）について意見交換。 

３月 11 日 

（日本時間12日） 

世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長（記者会見） 

新型コロナウイルス感染症について「パンデミック（世界的な大流行）」と宣言。 

３月１２日 「令和元年度第７回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇基準（市内での確定患者発生した場合の対応／市職員等（家族）が確定患者となった場

合の対応／患者が発生した場合の公表）について審議、決定、即日施行。  P.８～10 

３月１３日 改正「新型インフルエンザ等対策特別措置法」成立（令和 2 年 3 月 14 日施行） 

〇「新型コロナウイルス感染症」を同法の対象に加える。           Ｐ.11 

３月１４日 新型コロナウイルス感染症患者（市内初）発生 

年代：70 代、女性、2/21～3/1エジプト訪問（ナイル川クルーズ利用） 

  3/4～3/6、3/9 郡山女子大学勤務 

  現在入院中。軽症。 

３月１４日 県知事記者会見 

〇新型コロナウイルス感染症患者の県内発生（県内２例目）⇒郡山市保健所管内 

3 月１４日 市長記者会見 ※市プレスリリース「市内患者発生第 1 例」（第 1 報） 

〇新型コロナウイルス感染症患者の発生について（市内 1 例目）公表 

  市長メッセージ（手洗い等の励行、換気等の感染予防策の徹底等）      Ｐ.3 

３月 14 日 郡山女子大学記者会見（学長） 

〇大学３/31まで閉鎖。終業式・卒業式は中止等。 

３月１４日 「令和元年度第８回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇新型コロナウイルス感染症患者の発生について（市内 1 例目）について情報共有 

 職員へ対し、感染予防対策と体調不良時の対応等の徹底 

３月１５日 市長記者会見 ※市プレスリリース「市内患者発生第 1 例」（第 2 報） 

〇（市内 1 例目）の 3/15 14 時現在で判明した調査内容等を公表 

 ・濃厚接触者 14 名＜確定＞、関係施設の消毒等               Ｐ.４ 

3 月１６日 郡山市議会議員説明「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」 

〇全員協議会：説明、質疑応答 

3 月 16 日 郡山医師会説明「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」 

〇保健所長が郡山医師会理事会で、市内患者発生（第 1 例）対応等の経過説明。 

３月１９日 政府 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」公表 

３月２３日 

 

「令和元年度第９回郡山市健康危機対策本部会議」 

〇「市等主催イベント中止等、市有施設休館の指針」改定（案）協議。    Ｐ.７～8 

3 月２４日 

 

市プレスリリース：新型コロナウイルス感染症患者（市内１例目）にかかる濃厚接触者の

健康観察終了について（第３報） 

〇濃厚接触者から同感染症の発症者はなく、健康観察は３月 23 日で終了。    Ｐ.５ 

３月２４日 ニ役協議 

〇「市等主催イベント中止等、市有施設休館の指針」改定、同日（3/24）施行。 

Ｐ.７～8 
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新型コロナウイルス感染症の相談件数 (令和２年３月24日現在)

新型コロナウイルス感染症のPCR検査件数  (令和２年３月24日現在)

件

※来月（4月）から市保健所検査課で検査開始（予定）

厚生労働省からの通達・通知等  (令和２年３月24日現在)

件

新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者が発生した場合の対応

29

204

6

項目 内容 件数 合計

1 現在の健康状態について 147

2 病気について 38

3 渡航、入国、帰国関係の相談 21

4 予防法、消毒、対処法、治療等について 178

5 国内旅行（移動）、交通機関利用について 7

医療機関を受診するときの注意点等に関すること 6 受診に関すること 460 460

7 国・県等の対策について 32

8 制度について 80

9 発生状況について 103

10 検査に関すること 181

11 マスク買い占めについて 22

12 クルーズ船について 58

13 その他（中国産○○は大丈夫か　等） 158

相談件数（実数） 1,235

新型コロナウイルスに関することやその他の相談 634

カテゴリ別件数合計（延べ） 1,485

感染の疑い等に関すること 206

感染症の予防に関すること 185



新型コロナウイルス感染症に係る市主催等イベント中止等及び市有施設の休館に関する指針

7



市内で確定患者が発生した場合の感染症法等に基づく対応について

8

中止・延期とした市主催等のイベント

（令和2年3月24日 15：00現在）

2/25～3/31までの開催予定のもの

569件中 413件



市職員等又は家族が確定患者となった場合の対応について

9



新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の公表について

10



本部長　　 ： 市長 本部長　　 ： 市長

副本部長 ： 副市長、教育長、 副本部長 ： 市長が任命

水道事業管理者 本部員 ： 市長が任命

本部員 ： 関係部局長

特別会員 ： 郡山広域消防組会消防長

＜主な任務＞ ＜主な任務＞

開催 令和2年1月29日～（9回開催） 「郡山市新型インフルエンザ等対策本部条例」設置

郡山市新型インフルエンザ等対策行動計画

会長 ： 保健所長 （平成26年11月策定）

副会長 ： 保健所次長

構成員 ： 関係各課長

＜主な任務＞

開催 令和2年2月3日（1回）

構成員 ：

市長が招集

＜主な任務＞ ＜主な任務＞

開催 令和2年1月31日～（２回）

改正「新型インフルエンザ等対策特別措置法」成立新型コロナウイルス感染症対策の本市の組織体制

本市（外部）

郡山市新型コロナウイルス感染症連絡調整会議

新型コロナウイルス感染症の対策等につい
て、情報交換、意見交換を行う。

本市（内部）

郡山市新型インフルエンザ等対策本部会議

政府対策本部長が定める基本的な対処方針及び
その行動計画に基づき対策を実施するため、情
報交換や連絡調整を行う。

郡山市健康危機対策本部会議

・情報収集、原因究明、感染拡大防止の措置
及び対応、関係機関との連絡調整、救急搬送
体制の確保等の迅速かつ円滑な実施を図る。

郡山市健康危機対策連絡調整会議

・重大な健康危機の対応、拡大の防止等につ
いて検討、協議、各部局間の連絡調整を図
る。

医療関係者、商工関係者、郡
山広域消防組合、救急医療関
係者、警察署、観光・宿泊事
業者、運輸関係者　等

医療専門委員会

開催：令和2年2月25日（1回）

専門部会

構成員：医師会長
　　　　〃　副会長
　　　　〃　理事
　　　　（9名）

新型コロナウイルス
感染症に関する医療
の確保

11

移行

継続

継続

令和２年3月13日、改正「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が成立。同法の対

象に「新型コロナウイルス感染症」を加える。(施行日：令和２年3月１４日）

新型コロナウイルス感染症追加

新型インフルエンザ等

緊急事態宣言
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