
第５回 当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

日 時：令和２年４月２８日（火）１３時３０分～ 

                場 所：当別町役場 第２庁舎 

 

 

 １ 開会 

  

 

 ２ 挨拶 

 

 

 ３ 議事 

 （１）経過報告 

 

（２）GW 期間中の対応について 

 

（３）GW 明けの対応について 

 

（４）国、北海道の支援策の確認及び町支援策の検討について 

 

 

 ４ その他 

 

 

 ５ 閉会 

 

 

【配布資料】 

 資料１：新型コロナウイルス感染症について 

  

  

 



新型コロナウイルス感染症について 

                                 当別町福祉部保健福祉課（R2.4.28） 

１ 発生の状況 

（１）国内の発生状況（厚生労働省発表） 

 ４月２７日１２時までに確認されている患者は８，０５１名。 
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国内事例 １３，２３２ ８３３ ８，０５１ ２，８８８ ３５１ ４，３４８ 

 

（２）道内の発生状況 （R２.４.２７現在） 

  ６５０名 （死亡２６名） 
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石狩振興局管内 ４５６名 
 

札幌市 ３４９名 

渡島総合振興局管内 １２名  江別市 ４名 

檜山振興局管内 ３名  千歳市 ５８名 

後志総合振興局管内 １４名  北広島市 ９名 

空知総合振興局管内 １５名  石狩市 ５名 

上川総合振興局管内 ３９名  恵庭市 ５名 

留萌振興局管内 ３名  その他 ２６名 

宗谷総合振興局管内 ５名    

オホーツク総合振興局管内 ４５名    

胆振総合振興局管内 １５名    

日高振興局管内 ２名    

十勝総合振興局管内 ３名    

釧路総合振興局管内 １９名    

根室振興局管内 ２名    

 ・その他 中国籍 １名、道外居住 ６名、 

  非公表 １０名。 

資料 １ 
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２ 国の対応  

（１） ２月１日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症（感染症法第６条）及び検疫感染

症（検疫法第２条第３項）に指定。 

（２） ２月１日、都道府県に対し「帰国者・接触者外来」、「帰国者・接触者センター」の設置

指示。 

（３）２月１７日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について公表。 

（４）２月２０日、「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」を公表 

（５）２月２４日、専門家会議見解（「ここ１～２週間が瀬戸際」） 

（６）２月２５日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。 

（７）２月２５日、厚生労働省にクラスター対策班を立ち上げ、国立感染症研究所の専門

家チームを北海道に派遣（３名）。 

（８）２月２７日、釧路市へ国立感染症研究所の専門家チーム派遣（２名）。 

（９）２月２７日、第１５回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、首相が全国全て

の小学校、中学校、高校、特別支援学校について、３月２日から春休みまで臨時休

業することを要請。 

（１０）２月２８日、当本部の感染症対策チームから北見市へ国立感染症研究所の専門

家チーム派遣（２名）するとともに、その後任として、北海道に追加派遣（１名）。 

（１１）３月１日、第１６回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、道内の感染者の

広がりが見える市町村住民へのマスク配布のため、国民生活緊急安定措置法に

基づくメーカー対するマスクの国への売り渡しを表明。 

（１２）３月２日、専門家会議見解（「この一両日で明らかになったこと」、「北海道で実施す

べき対策」） 

（１３）３月３日、保健師を北海道に派遣（２名）。 

（１４）３月３日、厚生労働省が国民生活安定緊急措置法に基づきメーカーに対し、マスク

の売り渡しを指示。中富良野町及び北見市への優先配布を表明。（３月５日より配

布） 

（１５）３月９日、専門家会議見解（「一定程度持ちこたえている」、「北海道の対策の効

果」） 

（１６）３月１０日、厚生労働省がせたな町、美瑛町、木古内町、知内町へのマスクの優先

配布を表明。（３月１２日より配布） 

（１７）３月１０日、第１９回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、新型コロナ感染

症に関する緊急対応策―第２弾―発表。 

（１８）３月１１日、WHO がパンデミック（世界的な大流行）を宣言。 

（１９）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（３月１４日施行）。 

（２０）３月１７日、厚生労働省が道内３５市町村の介護施設等へのマスクの優先配布を

表明。（３月１９日より配布） 

（２１）３月２６日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、直ちに、

都道府県対策本部を設置するよう通知。 

（２２）３月２８日、第２４回新型コロナウイルス感染症対策本部で、クラスター対策の強化
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や爆発的な患者の急増に備えて病床の確保することを盛り込んだ「新型コロナウイ

ルス感染症対策の基本的対処方針」を決定。 

（２３）４月１日、第２５回新型コロナウイルス感染症対策本部で水際対策を強化（入国拒

否を７３の国と地域に拡大（４月３日から適用））。 

（２４）４月７日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について閣議決定。 

（２５）４月７日、緊急事態宣言。（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、

福岡県の７都府県において４月７日から５月６日まで） 

（２６）４月７日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、「最低７

割、極力８割程度の接触機会の低減」、「緊急事態の対象都道府県による外出自

粛等の協力要請」などを明記。 

（２７）４月１１日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、「緊急

事態宣言の対象都道府県以外の都道府県が、繁華街の接客を伴う飲食店等への

外出自粛について、強く促す」ことを明記。 

（２８）４月１６日、全国に緊急事態宣言。（４月７日に緊急事態宣言が出されている７と都

府県のほか、新たに北海道を含む４０道府県において４月１６日から５月６日まで） 

（２９）４月１６日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、緊急

事態宣言の対象区域を全都道府県に拡大するとともに、「４月７日に緊急事態宣言

が出されている東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県のほ

か、この７都府県と同程度にまん延が進んでいる北海道、茨城県、石川県、岐阜県、

愛知県、京都府を特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要が

ある都道府県を特別警戒都道府県（１３都道府県）」として明記。 

（３０）４月１８日、札幌市へ国立感染症研究所の専門家チーム派遣。 

（３１）４月２２日、専門家会議見解（「人の接触を８割減らす、１０のポイント」、「都道府県

知事等の更なるリーダーシップの発揮」） 

（３２）関係会議の開催 

 １月３０日～ ４月２２日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 計３０回開催 

 ２月１６日～ ４月２２日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 計１１回開催 

 １月３０日 ・ ２月２５日 新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会 計２回開催 

 

３ 道の対応（保健福祉部）  

（１） 道立保健所を通じ、医療機関へ国の通知に基づき発生時対応を通知。指定感染症

としての届出基準、検査対応等について順次周知徹底 

（２） 道民等への情報提供、注意喚起 

（ア）ホームページ等により道民への情報提供 

（イ）多数の方々が利用する宿泊施設、飲食店、遊戯施設等への注意喚起を徹底し、 

北海道外国人相談センターへの協力を依頼 

（ウ）保健所等による相談対応 

   １月３０日 休日・夜間の電話対応の開始 

（３）１月２９日、厚生労働省へ「新型コロナウイルス感染症に関する緊急要望書」提出 

（４）２月７日、本庁及び保健所に「帰国者・接触者相談センター」設置、「帰国者・接触者 
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外来」の整備 

（５）２月２５日、保健福祉部長をチーム長とする「新型コロナウイルス感染症対策チーム」 

を設置。（５班体制：総務班、広報班、医療体制班、保健活動班、相談対応班） 

また、知事による要請のもと、厚生労働省から国立感染症研究所の専門家チーム 

の派遣を受ける。 

（６）２月２６日、知事名で「新型コロナウイルス感染症に対応した学校の臨時休業等の

要請について」を発出。 

（７）２月２８日、知事から「新型コロナウイルス緊急事態宣言」を発表、週末（２月２９日、

３月１日）の外出を控えることを呼びかけ。 

（８）２月２９日、知事から総理に対し「新型コロナウイルス感染症への対応に関する緊急

要望」を提出。 

（９）３月１日、知事から３月２日以降、「換気が悪く人が大勢集まる場所には行かないこ

と」、「風邪気味の方は自宅で休んでいただくこと」などについてメッセージ発出。 

（１０）３月２日、本庁の「帰国者・接触者相談センター」の相談時間を２４時間化。 

（１１）３月４日、知事から週末（３月８日、９日）の外出時の注意事項について呼びかけ。 

（１２）３月１２日、小樽市保健所及び函館市衛生検査所で PCR 検査を開始。※道全体で

２００人（道衛生研１４０、札幌市衛生研２０、北見保健所１０、旭川市保健所１０、小

樽市保健所１０、函館市衛生検査所１０） 

（１３）３月１２日、知事から週末（３月１４日、１５日）の外出時の注意事項について呼び

かけ。 

（１４）３月１８日、知事から緊急事態宣言（２月２８日～３月１９日）の終了と新たなステー

ジへの移行、外出時の注意事項について呼びかけ。 

（１５）３月２６日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「北海道新型コロナウ 

イルス感染症対策本部」の設置。 

（１６）３月２８日、政府の基本的対処方針の決定を受け、「北海道新型コロナウイルス感 

染症対処方針」を決定。 

（１７）３月２９日、千葉県内の障害者施設における利用者及び職員の施設内集団感染

の発生事例の重大さを踏まえ、改めて社会福祉施設等に対し、施設内における感

染拡大防止対策を徹底するよう通知。 

（１８）４月１日、道立施設及び道主催のイベント等再開。 

（１９）４月７日、政府の基本的対処方針の決定を受け、「北海道新型コロナウイルス感

染症の対処方針」を決定。 

（２０）４月７日、国の緊急事態宣言を受け、４月８日から５月６日までを「新型コロナウイ

ルス感染症集中対策期間」とすることを発表。 

（２１）４月８日、道の玄関口となる主要な交通拠点において、来道者に対する不要不急

の外出自粛などを呼びかけるためのチラシを配架。 

（２２）４月９日、相談対応を充実させるため、LINE を活用した相談支援のための公式ア

カウントを開設。 

（２３）４月１２日、「新型コロナウイルス感染症対策チーム」に「宿泊療養班」を設置し、既

存の総括班、広報班、医療体制班、保健活動班、相談対応班とあわせて６班体制
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に拡充。 

（２４）４月１２日、政府の基本的対処方針の変更を受け、「北海道新型コロナウイルス感

染症の対処方針」を変更。 

（２５）４月１２日、北海道・札幌市緊急共同宣言を発表。４月１４日から５月６日までの間、

札幌市内の小・中・高等学校の一斉休業（札幌市からの通学生の割合が高い近隣

の高等学校も同様の措置）。この間、不特定多数の人が利用する札幌市内の公共

施設を休館。緊急事態宣言地域との往来自粛等。 

（２６）４月１３日、「来道者・帰省者・転勤者相談ダイヤル」を開設。 

（２７）４月１４日、「新型コロナウイルス感染症対策チーム」に「水際対策班」を新設し、４

月１５日から１９日の５日間、新千歳空港国内線ターミナルの到着客に対し、道とし

て、サーモグラフィーによる体温監視と啓発チラシによる注意喚起を実施。 

（２８）４月１６日、政府の基本的対処方針の変更を受け、「北海道新型コロナウイルス感

染症の対処方針」を改定。 

（２９）４月１７日、知事から宿泊療養に係る自衛隊への災害派遣要請。 

（３０）４月１７日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「新型コロナウイルス

感染症」感染拡大防止のための「北海道」における緊急事態措置を決定。 

（３１）４月２０日、札幌市内における軽症者に係る宿泊療養（宿泊施設は「東横 INN 札幌

すすきの南」（札幌市中央区）。）の開始（１２０名程度）。 

（３２）４月２１日、「休業要請相談専門ダイヤル」を開設。 

（３３）４月２４日、北海道ふるさと寄附基金に「エールを北の医療へ」を新設。 

（３４）関係会議の開催状況 

  １月２３日 庁議 

  １月２４日・３１日 緊急保健所長会議 

  １月２４日 感染症危機管理対策本部幹事会 

  １月２８日～３月２４日 感染症危機管理対策本部会議、計１２回開催 

  ３月２７日～４月２０日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 計７回開催 

 

４ 町内の対応 

（１） 国や道等が発信する発生動向や疫学情報を収集 

（２） 町民や関係機関への情報提供、注意喚起 

〇ホームページにより町民へ情報提供 

〇町民へちらし（相談・受診の目安）を全戸配布（２月２２日） 

（３） ２月２５日 

〇当別町新型コロナウイルス感染症対策本部設置 

 ・町主催イベントの３週間程度の中止、町内イベント自粛要請 

〇社会教育施設閉鎖（２月２６日～３月２日まで） 

〇道の駅へ感染症対策の徹底を通知 

〇窓口職員に対しマスク配布 

〇ハイター噴霧器等備品購入 

（４） ２月２６日 
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〇教育施設等休校等（２月２７日～３月４日） 

・町内小中学校の臨時休校 ・認定こども園の臨時休園（保育は登園自粛要請） 

・子ども発達支援センター閉鎖  ・子どもプレイハウス閉鎖 ・あそびの広場閉鎖 

〇当別高校（２月２８日・２９日）午前授業、３月２日～８日休校。 

３月１日の卒業式は時間短縮で実施。 

 〇ゆとろ入浴施設・談話ホール、研修室閉鎖（２月２６日～３月１６日）。 

 〇ふれあい倉庫貸館休止（３月１日まで）。物販、高陣は通常営業。 

 〇太美駅 FIKA へ感染対策の徹底指示。 

 〇行政推進員に対し対策本部設置等の通知（FAX）。 

（５） ２月２７日、HP にて町民向けて町長からのメッセージ掲載。 

（６） ２月２８日、道の駅営業時間（閉店時間１８時→１６時）短縮。（２月２９日～３月１日） 

（７） ３月２日 

〇３月２０日の北海道医療大学卒業式中止を決定。 

〇社会教育施設臨時休館の２週間延長（３月１６日まで）。 

〇ふれあい倉庫貸館休止の２週間延長（３月１６日まで）。物販、高陣は通常営業。 

〇道の駅臨時休館（３月３日～８日まで）。トイレ・駐車場は除く。 

  ・道の駅宇和島フェア延期（３月２０日～２２日）開催時期未定。 

〇町内小中学校臨時休校延長（３月２３日まで） 

〇認定こども園臨時休園延長（３月１８日まで）。保育は登園自粛要請。 

〇子どもプレイハウス再開（３月５日～２３日まで）、原則小学１年から３年まで。 

〇子ども発達支援センター、あそびの広場閉鎖延長（３月３１日まで） 

（８） ３月３日 

〇町内小中学校消毒作業（当小、西当小）。（当中３月６日、西当中３月９日予定） 

〇３月議会定例会の傍聴中止を決定。 

（９） ３月４日、北海道医療大学へ感染拡大防止協力について通知（３月２日の専門家会

議見解を受けて） 

（１０）３月９日 

   〇道の駅営業再開時間短縮（１０時～１６時）営業（３月１９日まで）。 

   〇レクサンド市への高校生ホームステイ留学事業中止（４月２０日～２６日）。 

（１１）３月１３日 

〇社会教育施設臨時休館の１週間延長（３月２３日まで）。 

   〇ふれあい倉庫貸館休止の１週間延長（３月２３日まで）。物販、高陣は通常営業。 

   〇ゆとろ入浴施設・談話ホール、研修室閉鎖の１週間延長（３月２３日まで）。 

   〇認定こども園は３月２０日から春休み。保育は登園自粛要請（３月３１日まで）。 

   〇子どもプレイハウス登園自粛期間延長（３月３１日まで）。 

（１２）３月１６日、町内医療機関及び歯科医療機関に対し、手指消毒用アルコールの配 

布希望の有無について通知（FAX）。希望機関に対し１医療機関に１L を順次配布。 

（１３）３月１７日 

   ○社会教育施設臨時休館延長（３月３１日まで）。 

   ○ふれあい倉庫貸館休止延長（３月３１日まで）。物販、高陣は通常営業。 
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   ○ゆとろ入浴施設・談話ホール・研修室閉鎖延長（３月３１日まで）。 

   〇観光行政に寄附された使い捨てマスク１００枚を太美駅 FIKA へ配布。 

（１４）３月１８日 

○町長メッセージ（２回目）をホームページに掲載。 

   ○行政推進員に町長メッセージ（２回目）を FAX 送信。 

（１５）３月２４日 

   〇４月１１日の北海道医療大学入学式中止 

   〇４月１１日、１２日ののど自慢中止 

（１６）３月３０日 

   〇社会教育施設臨時休館延長（４月１４日まで）。 

   〇ふれあい倉庫貸館休止延長（４月１４日まで）。 

   〇ゆとろ入浴施設・談話ホール・研修室閉鎖延長（４月１４日まで）。 

   〇子ども発達支援センター、あそびの広場の閉鎖延長（４月１４日まで）。 

（１７）３月３１日、４月以降の対応方針についてのチラシを町内回覧。 

（１８）４月３日 

〇４月６日の町内小中学校の入学式実施。 

〇４月７日から町内小中学校授業再開。 

〇町内小中学校に寄附された使い捨てマスク２００枚を４校に配布。 

〇町内小中学校に寄附された手作り布マスク６６枚と使い捨てマスク５０枚を４校に 

 配布。 

〇町備蓄使い捨てマスク４００枚を町内小中学校４校に配布。 

（１９）４月１３日 

   〇町内小中学校臨時休校（学校閉鎖）（４月１４日から５月６日まで）。 

   〇認定こども園（幼稚園）休園（４月１４日から５月６日まで）、保育は縮小開設要請。 

   〇社会教育施設臨時休館延長（５月１５日まで）。 

   〇ふれあい倉庫貸館休止延長（５月１５日まで）。物販、高陣は通常営業。 

   〇ゆとろ入浴施設・談話ホール・研修室閉鎖延長（５月１５日まで）。 

   〇子ども発達支援センター、あそびの広場の閉鎖延長（５月１５日まで）。 

（２０）４月１４日、４月１５日以降の対応方針についてのチラシを全戸配布。 

（２１）４月１５日、 

〇寄附された防塵マスク（N９５）を町内医療機関及び歯科医療機関に順次配布。 

〇寄附及び町備蓄の使い捨てマスクを町内高齢者関係事業所に順次配布。 

（２２）４月１６日、夏至祭の中止を決定。 

（２３）４月２０日、町内認定子ども園に寄附された手作り布マスク１５０枚を配布。 

（２４）４月２３日 

〇町内医療機関及び歯科医療機関に対し、サージカルマスク５０枚及び手指消毒 

剤１L を順次配布。 

   〇４月２７日から太美出張所の窓口利用時間の短縮を決定。 

（２５）４月２４日、町内の公園と運動施設の当面の使用禁止を決定。 
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（２６）４月２７日 

   〇道の駅の４月末までの営業時間短縮と一部臨時休業。 

   〇道の駅の５月１日から５月６日まで全館臨時休館。 

（２７）４月１６日時点での中止（延期）したイベント  【合計  ４９件】 

    ・当別町が主催・共催するもの              ２４件 

    ・NPO 法人ふれスポとうべつが主催等するもの   １１件 

    ・その他が主催するのもの                １４件  

（２８）関係会議等 

１月３０日 各課長に「新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る注意 

喚起について」通知 

２月 ４日 部長会議において状況報告 

２月１０日 行政推進員会議において報告 

２月１０日 各課長に「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせについて」通知 

２月２１日 当別町新型コロナウイルス感染症対策連絡会議開催 

２月２５日 第１回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

３月１７日 第２回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

３月３０日 第３回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

４月 ７日 第１回当別町新型コロナウイルス感染症対策幹事会議（書面会議）開催 

４月１３日 第４回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

４月２８日 第５回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

２月２７日～４月２０日 当別町新型コロナウイルス感染症対策本部状況報告  

計３８回 
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