
台風第 14号に係る第１回郡山市災害対策本部会議 

第 12回郡山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

～郡山市新しい生活様式推進本部会議～ 

 

次    第 

日 時：令和２年 10月８日（木）16：30～ 

場 所：特別会議室 

 

１ 開  会 

 

 ２ 議  事 

（１） 台風第 14号に係る今後の対応について 

 

（２） 新型コロナウイルス感染症に係る本市の現状について 

 

（３） その他 

 

 ３ 市長指示 

 

４ 閉  会 
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別  紙 

 

【会議概要】 ※新型コロナウイルス感染症対策本部会議分抜粋 

 

○ 参集者  市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、代表監査委員、 

全部局長、郡山地方広域消防組合消防本部消防長 

     

１ 開  会 

 

２ 議  事 

（２） 新型コロナウイルス感染症に係る本市の現状について 

（保健所長） 

「接待を伴う飲食店等の従業員等に対する新型コロナウイルスＰＣＲ検 

査実施要領」について、資料に基づき説明。 

 ９月１日から一昨日までで郡山市内で約50名の新型コロナウイルス感 

染が確認されており、このうちの18名（36％）が、駅前の接待を伴う従 

業員であったり、そのような店を利用されたお客さんであったり、そう 

いった方がよく利用される飲食店、居酒屋等の関係者であった。 

 そのような状況を踏まえ、昨日、市長から記者発表させていただいた 

とおり、当該ＰＣＲ検査を実施することとした。 

 本日10月８日から申し込みを開始した。１日50件、トータルで300件 

の検査を予定している。検査は唾液を用いた検査であり、保健所が配布 

した容器に自分で唾液を採取していただく。 

 検査結果については、別紙様式２にあるように、検査結果書を発行す 

る。検体採取日の２日前から休業し、かつ他の従業員全員が無症状であ 

る場合、他の従業員及び利用客に濃厚接触者がいないため、陽性者の判 

明後も他の従業員への自宅待機や店名の公表は行わないことを店側に説 

明し、できれば２日休業した上での検査を依頼することとしている。 

 なお、本日16時の時点で、30店舗、114名の申し込みがあった。予定 

では６日間で300人としているが、要望が多ければ上方修正して対応し 

たいと考えている。 

 「郡山市新型コロナウイルス患者発生状況（グラフ）」について、資 

料に基づき説明。 

 発生状況については、８月後半に合唱クラスターが発生した時期に発 

生数が伸びた後、９月に32名、10月はまだ初旬であるが30名を超えてお 

り、感染者があらゆる年代で増えている状況。 
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 「県内中核市のＰＣＲ検査数、陽性者、陽性率について」資料に基づ 

き説明。 

 陽性率については、患者数が多いかどうか、検査数がどうかで判断す 

るが、郡山市では患者数は多いが検査数も多いという状況。 

 

（３） その他 

（産業観光部次長） 

「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等支援策実績」について、 

資料に基づき説明。 

表に記載の17事業のうち、下の３つは８月31日から開始した支援策とな 

  るが、国の制度の対象とならない事業者に対し、市独自の補助を実施する 

  もの等である。一番下のテレワーク等推進補助金については、申請・交付 

  件数とも３件となっているが、現在58件の事前相談が寄せられている。 

 

（消防本部消防長） 

 コロナウイルス感染症に限らず、あらゆる感染症対策を見据えた対応を 

指示している。特に熱がある方の救急搬送については、コロナウイルスを 

視野に入れた行動をとることとして実施している。  

 

３ 市長指示（新型コロナウイルス感染症関連部分抜粋） 

 毎日、緊張の中で仕事をしていただいてありがとうございます。 

嵐と感染症に同時に対応する船長のような気分です。責任は全て私がとる 

ので、職員それぞれがこれまでの経験を発揮し、ベストエフォートで対応し 

てほしい。 

 家庭の中においても、家族間であっても距離をとっていただく、あるいは、 

食事の際に飛沫が飛ばないようにしてほしい。  

 企業訪問した際、大体はサーモグラフィーが完備されている上、「市長、 

手を消毒してください」ということで、検温と消毒が徹底されており、経営 

者の皆さんは配慮されていると思いますが、問題は自宅の玄関、窓でござい 

ますので、市の職員の皆さんは、職場と同じように注意喚起して生活する、 

市民の皆様も、児童、生徒の皆さんに学校と同じように、気を付けて家庭で 

過ごすことを徹底していただきたいと存じます。 

 それから、さきほど保健所長から説明がありましたが、年代的には、10代 

から50代まで、ほぼ同じような割合で罹患しておりますので、年齢に関わら 

ず罹患対策をしてほしいと思います。 
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 10月に入ってわずかで、９月の１月分の感染者が出ており、勤め先で罹患 

というより家の中で罹患している例が多い。家の中でも職場や学校と同じよ 

うに距離と換気を工夫していただきたい。 

 私も家に帰ると、外で洋服をぱたぱたし、洗髪、入浴した後、食事や作業 

をしている状況です。あまり風呂は好きではないが、十分注意して感染症対 

策を徹底している。 

 皆さんも御家庭における感染症対策を徹底していただきたいと思います。 

 今日は、議長、副議長も御出席いただきありがとうございます。感染症対 

策についてもその信頼を裏切らないよう最善を尽くしてまいります。  
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令和２年１０月７日 

郡山市保健所 

 

接待を伴う飲食店等の従業員等に対する新型コロナウイルス PCR 検査実施要領 

 

１目的 

 令和２年８月以降、郡山市内の新型コロナウイルス感染者の発生が継続していることか

ら、市内の感染拡大防止対策の１つとして、感染リスクが高いとされる接客を伴う飲食店

等の従業員等のうち、郡山市の玄関口でもある郡山駅周辺の店の方を対象とした無料の新

型コロナウイルス PCR 検査を実施することにより、従業員から利用客への感染リスクを減

らすだけでなく、その従業員や利用客から家庭、学校、職場などを介して市民全体への感

染拡大の防止に資する。 

 

２対象施設及び対象者 

   郡山駅周辺（駅前一丁目、駅前二丁目、中町、大町一丁目）の接待を伴う飲食店等の

従業員等（ただし、無症状者に限る）  

    ※１ 原則、店の全従業員が同日に検体を取る場合に限る。 

    ※２ 原則、検体の採取容器の配布時点で店の全従業員が無症状である場合に限る。 

 

発熱、呼吸器症状等があり感染が疑われる場合には、速やかに帰国者・接触者相談セン

ターへ相談する。（電話０１２０－５６７－７４７  毎日２４時間受付） 

 

３実施期間（※検査には、個人申込みではなく、飲食店毎の事前申込みが必要です。）  

 実施期間 

①採取容器 

の事前配布 

令和２年１０月 ９日（金）から１０月２７日（火）まで 

（午前９時から午後５時まで  ※土日・祝日除く） 

②検体受付日 

令和２年１０月１３日（火）、 １４日（水）、 ２０日（火） 

       ２１日（水）、 ２７日（火）、 ２８日（水） 

（午前９時から午後２時まで ※受付検体は先着順１日５０検体まで） 

③事前申込先 
【電話番号】０２４－９２４－２１５７  保健所生活衛生課 

（午前９時から午後５時まで 土日・祝日を除く） 

 

４内容 

対象施設の飲食店等の責任者が、従業員等の全員分の採取検体をまとめて別紙様式１を

添えて保健所に持参し、保健所では翌日判明する検査結果を飲食店の責任者へ通知する。 
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５検査料 

  無料（行政検査） 

 

６検査方法 

  唾液を用いた PCR 検査（※保健所で配布した採取容器に被検査者自身で唾液を採取する。） 

 

７検査結果の交付 

 検査実施施設には、別紙様式２の検査結果を交付する。 

 

８陽性者が判明した場合の取扱い 

 ①陽性者について 

保健所が陽性者本人の入院調整や濃厚接触者の調査等を行う。 

 

 ②飲食店の営業自粛及び店名の公表について 

ア 検体採取日の２日前から休業し、かつ他の従業員全員が無症状である場合 

他の従業員及び利用客に濃厚接触者がいないため、陽性者の判明後も他の従業

員への自宅待機や店名の公表は行わない。 

ただし、事前申告に誤り（例：検体採取時に発熱あり等）が確認された場合に

は、営業自粛要請や店名の公表等を行う場合がある。 

 

イ ア以外の場合 

他の従業員に濃厚接触者がいるため、感染拡大防止の観点から、濃厚接触者と

なる他の従業員については１４日間の自宅待機となる。 

また、利用客にも濃厚接触者がいるため、感染拡大防止の観点から、陽性者の

人数によっては店名の公表が必要となる場合がある。 
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別紙様式１ 

接客を伴う飲食店等の従業員等に対する 

新型コロナウイルス PCR 検査依頼書 

 

令和  年  月  日 

郡山市保健所長 

                    依頼者（飲食店責任者）  

       氏  名 

       電話番号 

１対象施設 

飲食店名                    電話番号 

所在地 郡山市 

全従業員数          名 

休業の有無 休業あり（  月  日から  月  日まで） ・  休業なし 

 

２検査対象者 

Ｎｏ 検体名（被検査者の氏名） 備考 

１ 唾液（               ）  

２ 唾液（               ）  

３ 唾液（               ）  

４ 唾液（               ）  

５ 唾液（               ）  

６ 唾液（               ）  

７ 唾液（               ）  

８ 唾液（               ）  

９ 唾液（               ）  

１０ 唾液（               ）  
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別紙様式２ 

 

 

施設名 ○○○○  御中 

（所在地 ○○○○） 

 

新型コロナウイルス PCR 検査結果 
 

施設名    〇〇〇 

全従業員数    〇人 

検体数 唾液   検体 

検査項目 

新型コロナウイルス PCR 検査 

陽性  〇件  

陰性  〇件 

検体受付日 令和２年〇月〇日         （受付番号 〇〇〇〇） 

検査完了日 令和２年〇月〇日 

備考  

 

令和２年○月○日付けで依頼のありました検体の検査結果は上記のとおりです。 

 

                    令和２年〇年〇日 

 

郡山市保健所長 塚原 太郎  印 



     

JAPAN HERITAGE 

郡⼭市報道資料 
プレスリリースサイト 

SSDDGGss 未未来来都都市市ここおおりりややまま 世世界界かかんんががいい施施設設遺遺産産 https://www.city.koriyama.lg.jp/shiseijoho/koho_kocho/10/2020houdoushiryou/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接待を伴う飲食店等の従業員等に対するＰＣＲ検査を実施します。 

 

 

 

目 的 

郡山市内で新型コロナウイルス感染者の発生が継続していることか

ら、市の玄関口である郡山駅前周辺の店を対象に接待を伴う飲食店等

の従業員等に対するＰＣＲ検査を実施し、従業員や利用客から市民全

体への感染防止に資する。 

対象施設及び対象者 

郡山駅前周辺（駅前一丁目、駅前二丁目、中町、大町一丁目）の接待

を伴う飲食店等の従業員（無症状者に限る） 

※原則、店の全従業員が同時に検体を採る場合に限る 

実施期間 

検査申込 
令和 2 年 10 月 8 日（木）～10 月 27 日（火） 

（平日の 9 時から 17 時まで） 

検体受付 
令和 2 年 10 月 13 日（火）～10 月 28 日（水）の火曜日と水曜日 

（全６日間） 

検査料 無料（行政検査） 

検査方法 

唾液を用いたＰＣＲ検査 

（保健所で配布した採取容器に被検査者自身が唾液を採取し、代表者

がまとめて保健所に搬入） 

結果の交付 検査を受けた日及び結果等について文書で通知 

令和２年 10 月７日 

郡山市保健福祉部 

保健所生活衛生課 

担当：半澤 正幸 

TEL：924－2157 

接待を伴う飲食店等の従業員等に対する新型コロ
ナウイルス PCR 検査の実施について 

SDGｓ ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」 

ターゲット 3．3 
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■発生状況

■発生状況（月別）    ■発生状況（曜日別）

■男女別 　  ■年代別

※ 県81例目の栃木県30代男性については、グラフに含まれておりません

郡山市新型コロナウイルス患者発生状況（グラフ）

男性

66人

68%

女性

31人

32%
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データの個数 / 曜日

30代

20人

20.6%

50代

17人

17.5%

20代

14人

14.4%

60代

13人

13.4%

40代

13人

13.4%

10代

10人

10.3%

70代

5人

5.2%

10歳未満

3人

3.1%

80代

2人

2.1%
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R2.10.7現在

検査数
9/28～10/4

累計検査数
（～10/4）

陽性者数
（～10/4）

陽性率 備　考

福 島 市 178 3,305 29 0.88% 福島市ウェブサイトより

い わ き 市 63 1,453 27 1.86% いわき市ウェブサイトより

郡 山 市 756 11,729 82 0.70% 郡山市保健所公表資料より

県 全 体 1,424 21,106 267 1.86% 福島県ウェブサイトより

【参考】

検査数
10/５～10/７

累計検査数
（～10/7）

陽性者数
（～10/7）

陽性率 備　考

郡 山 市 351 12,080 97 0.80% 郡山市保健所公表資料より



  

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等支援策実績 

 

中小企業等応援プロジェクト 2020/5/11（月）～10/7 日（水） 

項目 申請 交付決定 

新型コロナウイルス対策特別資金 

（実質無利子型）信用保証料補助 
９７件 ９７件 

売上高等減少対策資金融資利子補給補助金 

（３年間） 
０件 ０件 

事業継続応援家賃等補助金 【事業終了】 

（減免テナント数） 

２５０件 

（延べ 1,382 ﾃﾅﾝﾄ） 

２５０件 

（延べ 1,382 ﾃﾅﾝﾄ） 

テレワーク導入支援補助金（国助成金の上乗せ） ２件 １件 

宿泊・飲食業等応援クラウドファンディング補助

金 
６件 ６件 

テレワーク滞在支援事業補助金 １２件 １０件 

テイクアウト・デリバリー事業等開始応援補助金 １４２件 １２１件 

経営相談ハンズオン支援補助金 ２件 ２件 

新しい生活様式対応宿泊・飲食等事業継続補助金 １９７件 １４５件 

宿泊施設誘客促進事業補助金 ２５件 ０件 

コンベンション参加者おもてなし事業補助金 １件 ０件 

ＢＣＰ策定等支援補助金 ０件 ０件 

経営資源引継ぎ支援補助金 ０件 ０件 

合宿誘致促進事業補助金 １７件 １３件 

家賃支援給付金 ６２件 ５件 

事業継続応援給付金 ２００件 ２８件 

テレワーク等推進補助金 ３件 ３件 
 

2020/10/8 産業観光部 


