
第８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５月２６日（火）１０時００分～ 

                場 所：当別町役場 第２庁舎 

 

 

 １ 開会 

  

 

 ２ 議事 

 （１）経過報告 

 

 

（２）今後の対応 

 

 

 ３ その他 

 

 

 ４ 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 

 資料２：新型コロナウイルス感染症への対応方針（案） 

 資料３：町有施設等の今後の対応について 

  

 



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（R2.5.25） 

１ 発生の状況 

（１）国内の発生状況（厚生労働省発表） 

 ５月２４日 ０時までに確認されている PCR 検査陽性者は１６，３７５名。 

 PCR 検査 

陽性者数 

入院治療等を要する者 通院又は療養解

除となった者の数 
死亡者数 確認中 

 うち重症者 

国内事例 １６，３７５ ２，１３０ １６８ １３，３９６ ８２０ ３１ 

 

（２）道内の発生状況 （R２.５.２４現在） 

  １，０５４名 （死亡８１名） 

 PCR 検査 

陽性者数 

 
死亡者数 

陰性 

確認済 現在患者数 軽症・中等症 重症 

道内事例 １，０５４ ２３９ ２２４ １５ ８１ ７３４ 

 

新規検査人数計 本日の陽性者数 陽性率 

１５２ １５ ９．９％ 

 

 
１日の新規患者数

（※1） 

１日の濃厚接触者等以

外での新規患者数（※1） 

入院者数 

（※2） 

５月末までに目指す姿 １０人以下 ３人以下 ２５０人以下 

５/１８～５/２４ ５．７人 ２．１人 ２２７人（5/24 時点） 

 （※1）直近１週間の平均値  （※2）現在患者数から宿泊療養者数を差し引いた数 

 

石狩振興局管内 ７９９名  札幌市 ６２２名 

渡島総合振興局管内 １２名  千歳市 ９８名 

檜山振興局管内 ４名  北広島市 １１名 

後志総合振興局管内 ２４名  石狩市 ８名 

空知総合振興局管内 ２３名  恵庭市 ６名 

上川総合振興局管内 ４０名  江別市 ６名 

留萌振興局管内 ４名  当別町 １名 

宗谷総合振興局管内 ５名  市町村非公表 ４７名 

オホーツク総合振興局管内 ５９名    

胆振総合振興局管内 １６名  ・その他     

日高振興局管内 ３名  中国籍   １名  

十勝総合振興局管内 ３名  道外居住 ７名  

釧路総合振興局管内 ２０名  非公表  ３２名  

根室振興局管内 ２名    

 

資料 １ 
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２ 国の対応  

（１） 国民への情報提供（宿泊施設への周知、国民向け Q＆A） 

（２） 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。 

（３） 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。 

（４） ２月１５日、都道府県に対し、「帰国者・接触者相談センター」、「帰国者・接触者外来」

の更なる充実について依頼。 

（５）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。 

（６）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 

（７）２月２４日、専門家会議見解（「ここ１～２週間が瀬戸際」） 

（８）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。 

（９）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）。 

（１０）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）。 

（１１）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。 

（１２）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）。 

（１３）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」） 

（１４）３月３日、保健師を北海道に派遣（２名）。 

（１５）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。 

（１６）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」） 

（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。 

（２１）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

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。 

（２２）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。 

（２３）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） 

（２４）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
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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。 

（２５）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。 

（２６）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） 

（２７）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。 

（２８）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。 

（２９）４月２２日、専門家会議見解（「人との接触を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」）。 

（３０）５月１日、専門家会議見解（感染の状況が厳しい地域では、対策により新規感染

者数が一定水準まで低減するまでは、引き続き、徹底した行動変容の要請が必

要。） 

（３１）５月４日、政府対策本部において、５月６日までとした緊急事態宣言の期間につい

て、全都道府県を対象に５月３１日まで延長することを決定。 

（３２）５月４日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更し、「特定警

戒都道府県」で引き続き接触機会の８割削減などを明記。 

（３３）５月４日、専門家会議見解（「今後の感染拡大が当面起こり難い程度にまで、取組

を継続する必要がある」、「医療提供体制については、引き続き体制強化を進める

ことが重要」、「長期的な対策の継続が市民生活や経済社会に与える影響という観

点からの検討も行う体制整備を進めるべき」など） 

（３４）５月８日、「専門家会議提言」を踏まえ、厚生労働省のホームページ上において、

可能な範囲で地域ごとのまん延の状況に関する指標等を公表。 

（３５）５月１４日、専門家会議見解（「東京都、北海道、大阪府等は未だに警戒が必要な

状況が続く」、「緊急事態措置の解除の考え方として感染状況、医療提供体制、検

査体制構築などを総合的に判断することが必要」「新しい生活様式の定着、業種別

の感染拡大予防のガイドラインの実践、地域のリスク評価に応じた対応が求められ

る」など） 

（３６）５月１４日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更し、緊急

事態宣言の対象区域が変更（一部解除）され、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、京都府大阪府及び兵庫県が引き続き「特別警戒都道府県」とされた。 

（３７）５月１４日、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを公表。 

（３８）５月１４日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき、各事

業者が自主的な取組を実施するにあたって、「職場における新型コロナウイルス感

染症への感染予防、健康管理の強化について」経済団体などに協力を依頼。 
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（３９）５月２１日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更し、緊急

事態宣言の対象区域が変更（関西３府県が解除）され、北海道、埼玉県、千葉県、

東京都及び神奈川県が引き続き「特定警戒都道府県」とされた。 

（４０）関係会議の開催 

 １月３０日～ ５月１４日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 計３４回開催 

 ２月１６日～ ５月１４日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 計１４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） 新型コロナウイルス検査を道立衛生研究所で実施する体制整備 

（３） 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 

（４）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 

（５）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 

外来」の整備 

（６）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。 

（７）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。 

（８）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。 

（９）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。 

（１０）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。 

（１１）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。 

（１２）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。 

（１３）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。 

（１４）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。 

（１５）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
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カウントを開設。 

（１６）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、６

班体制に拡充。 

（１７）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。 

（１８）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。 

（１９）４月１３日、「来道者・帰省者・転勤者相談ダイヤル」を開設。 

（２０）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。 

（２１）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。 

（２２）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。 

（２３）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。 

（２４）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）。 

（２５）４月２１日、「休業要請相談専門ダイヤル」を開設。 

（２６）４月２４日、北海道における緊急事態措置を改訂し、スーパーマーケット、公園等

における感染拡大防止の要請（協力依頼）を追加。 

（２７）４月２９日、軽症者について、入院を経ずに宿泊療養を実施。 

（２８）４月３０日、宿泊療養施設２棟目（「リッチモンドホテル札幌駅前」）での受け入れ開

始（最大１４０名程度）。 

（２９）４月３０日、知事、札幌市長、北海道市長会長、北海道町村会長連名による「ゴー

ルデンウィーク緊急メッセージ」、「医療機関の皆様への緊急メッセージ」を発表。 

（３０）４月３０日、「休業協力・感染リスク低減支援金」の申請受付開始（４月３０日～７月 

３１日まで）。 

（３１）５月４日、国の「緊急事態宣言」が延長されたことを踏まえ、５月１０日（日）まで休 

館としている道立施設について、５月１５日（金）まで休館を延長することを発表。 

（３２）５月６日、国の「緊急事態宣言」が延長されたことを踏まえ、北海道における緊急 

事態措置を５月３１日まで延長。 

（３３）５月８日、知事、札幌市長、北海道市長会長、北海道町村会長連名による緊急メッ 

セージ第２弾を発表。 

（３４）５月８日、宿泊徴用施設３棟目（「アパホテル＆リゾート札幌」）での受入開始（最大

６７０名程度）。 

（３５）５月８日、感染拡大の影響により、経済的に困窮する学生や離職を余儀なくされた

方々への臨時的な就労機会を確保するため、道の会計年度任用職員の募集を開

始。 

（３６）５月８日、高齢者などの社会福祉施設における感染拡大防止対策を行うため「新

型コロナウイルス感染症対策チーム」に「福祉施設支援班」を設置。 
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（３７）５月１４日、雇用調整助成金「申請サポート窓口」を開設。 

（３８）５月１４日、「持続化給付金サポート窓口」を開設。 

（３９）５月１５日、北海道における緊急事態措置を改訂し、石狩振興局管内を除く地域に

ついて休業要請の一部を解除。 

（４０）５月１５日、知事、札幌市長、北海道市長会長、北海道町村会連名による緊急メッ

セージ第３弾を発表。 

（４１）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～５月２２日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 計１３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 

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。 
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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 

   〇第２回対策本部会議を開催し、３月３１日まで不要不急の外出を避けること、イベ 

ント等は原則中止・延期とすることを決定。 

   ○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。 

   ○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）。 

   〇高橋ピートモス工業株式会社から観光行政に寄附された使い捨てマスク１００枚 

を太美駅 FIKA に配布。 

（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 

   〇第３回対策本部会議を開催し、引き続き４月１４日までイベント等の原則中止・延 

期、施設の休館を決定。 

   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）。 
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   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。 

〇株式会社ニトリホールディングズから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。 

〇当別音頭を守る会から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 

   〇第４回対策本部会議を開催し、引き続き５月１５日までの自粛要請を決定。 

   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 

   〇宮永建設株式会社から寄附された防塵マスク（N９５）を町内医療機関及び歯科 

医療機関員順次配布。 

   〇ドリームベース株式会社からの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、当別音頭を守る会から町内認定子ども園に寄附された手作り布マスク 

を配布。 

（２４）４月２２日、認定こども園及び子どもプレイハウスに対し、町備蓄の手指消毒剤各

２L を配布 

（２５）４月２３日 

   〇町内医療機関及び歯科医療機関に対し、サージカルマスク各５０枚及び手指消    

    毒剤各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。 

   〇議員協議会にて経済対策の専決処分について。 

（２６）４月２４日 

〇町内の公園と運動施設の当面の使用禁止を決定。 

〇町備蓄の使い捨てマスクを妊婦に対し、妊婦健診の際に利用する用として一人 

最大１４枚を配布。 

（２７）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。 
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   〇道の駅の５月１日から５月６日までの全館臨時休館。 

   〇一般社団法人当別青年会議所、当別町商工青年部、北石狩農業協同組合青年 

部、当別４H クラブの青年団から使い捨てマスク２，０００枚の寄附。 

（２８）４月２８日、第５回対策本部会議を開催し、ゴールデンウィーク期間中の対応及び 

ゴールデンウィーク明けの対応、町の支援策について検討。 

（２９）４月３０日、屋外体育施設の閉鎖延期（５月１５日まで）。 

（３０）５月２日、町内１例目となる陽性患者の発生を確認。ホームページにおいて公表。 

（３１）５月３日、町内１例目の患者が発生した町内介護老人福祉施設に対し、防護服等 

の衛生用品の追加配布支援を実施。 

（３２）５月４日、江別保健所長が来町し、町長他とクラスター発生防止対策について具体 

的な協議を実施。 

（３３）５月７日 

〇第６回対策本部会議を開催し、ゴールデンウィーク中の経過と町内１例目となる 

患者の発生から今後の対応について確認。 

   〇道の駅の５月７日から５月１０日までの全館臨時休館。 

   〇町内小中学校臨時休校（学校閉鎖）（５月３１日まで延長）。 

〇認定こども園（幼稚園）休園（５月３１日まで延長）、保育は縮小開設要請。 

   〇子どもプレイハウス登園自粛要請（５月３１日まで延長）。 

（３４）５月８日 

〇町長他が北海道新型コロナウイルス感染症対策本部を訪問し、北海道保健福祉 

部長に対し、感染拡大防止対策（PCR 検査の実施拡大、感染者が発生した介護

施設への人的支援、救急車の受け入れ体制）について強く申し入れを行う。 

〇青年団から寄附された使い捨てマスク２，０００枚を町内高齢者関係事業所や障

がいサービス事業所及び認定こども園、子どもプレイハウスへ配布。 

（３５）５月１１日 

〇道の駅の一部（本館、農産物直売所、テイクアウト一部）５月１１から当面の間、 

営業時間の短縮。 

〇道の駅の一部（レストラン、テイクアウト一部）は、５月１５日まで休業延長。 

（３６）５月１２日 

   〇第７回対策本部会議を開催し、引き続き５月３１日までの自粛要請を決定。 

    町の支援策について検討。 

   〇社会教育施設臨時休館延長（５月３１日まで）。 

   〇屋外体育施設のオープンの延期（５月３１日まで）。 

   〇ふれあい倉庫貸館休止延長（５月３１日まで）。 

〇ゆとろ入浴施設・談話ホール・研修室閉鎖延長（５月３１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３１日まで）。 

（３７）５月１５日、５月１６日以降の対応方針について新聞折り込みちらしにて周知。 

（３８）５月１９日、町内高齢者関係事業所に対し、町備蓄手指消毒剤２７L を順次配布。 

（３９）５月２０日、令和２年第１回当別町議会臨時会にて行政報告。 

（４０）５月２２日、王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社より使い捨てマスク２，０００枚

の寄附。 
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（４１）５月２５日、当別ロータリークラブよりフェイスシールド９６０枚の寄附。 

（４２）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 

５月 ７日 第６回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 

５月１２日 第７回当別町新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催 
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新型コロナウイルス感染症への 

６月１日以降の対応方針 
当別町新型コロナウイルス感染症対策本部 

令和２年５月２９日  

 

 

新型コロナウイルスに関する総合相談窓口 当別町総務部総務課 TEL 23-2330 

E-mail : soumu1@town.tobetsu.hokkaido.jp  

URL    : https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/covid-19/26296.html 

５月２５日、政府は緊急事態宣言を全都道府県で解除しましたが、

石狩管内ではいまだ新たな感染者が確認されています。 

当別町においては、感染予防対策を継続しつつ、 

 

下記の取組を 6 月 14 日（日）まで実施します。 
       

（１）これまで町が管理する施設は全面的に利用を休止していました

が、6月 1日以降、町民限定で一部の施設利用を再開します。

ただし、三つの密（密閉・密集・密接）を避け、感染防止対策

の徹底を図る事。 

（２）感染者が発生している地域、特に石狩管内のクラスターが発生

している地域（札幌市、千歳市等）への不要不急の往来はでき

るだけ控える事。 

（３）イベント等の開催について 

  〇大規模な催物の開催は、中止又は延期を要請する。 

（開催規模の目安） 

屋外は 200 人以下、屋内は 100 人以下とし、人と人との距離 

は 2ｍ以上の間隔を保つ事。 

〇参加者への事前の検温、手指の消毒、マスクの着用の徹底、並

びに参加者名簿の作成及び保管をする。 

 

＜今後の生活の注意点＞ 
① 不要不急の他都府県への往来は控えましょう。 

② 感染防止の基本「手洗い」「マスクの着用」「人と人との距離の確保」はイベ

ントに限らず、常時、徹底しましょう。 

③ 引き続き在宅勤務、シフト制、時差出勤等感染拡大を防ぐ対策や工夫につい

て、ご協力、促進をお願いいたします。 
 

「新しい生活様式」を実践しましょう。 

町民の皆様へ 

資料　２



江別保健所（電話　011-383-2111　開設時間　平日8：45～17：30）
当別町福祉部保健福祉課健康推進係（ゆとろ内）（電話　23-4044　開設時間　平日8：45～17：15）
【お願い】
かかりつけ医など直接医療機関に受診すると感染を拡大させるリスクが高くなります。
まずは、医療機関にお電話でご相談ください。

毎朝、体温測定、健康チェック。発熱又は風邪などの比較的軽い症状が続いている場合や、息苦しさや強
いだるさ、高熱などの強い症状がある場合は、直ぐにPCR検査を受けてください。



町が管理する施設の利用再開について 
令和２年５月２９日 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として利用を休止していた町有施設等につ

いて、下記のとおり６月より順次再開します。 

 

施設区分 対象施設 再開日 施設管理者(問合せ先) 

屋外体育施設 ・野球場 

・テニスコート 

・パークゴルフ場  

６月１日（月）  

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会社会教育課 

 ２２-３８３４ 

※当面の間、大会・練習試合での使用不可 

コミュニティーセンター等 ・白樺コミセン貸室 

・西当別コミセン貸室 

・世紀会館 

６月２日（火） 

屋内体育施設 

 

 

 

 

・総合体育館（トレーニング

ルームは当面の間使用不可） 

・白樺コミセン多目的ホール 

・西当別コミセンアリーナ 

６月２日（火） 

 

 

 

※当面の間、大会・練習試合での使用不可 

※当別小学校水泳プール６月下旬を目途にオー

プン予定 

図書館 ・当別町図書館西当別分館 ６月２日（火） 

※当別町図書館（学習交流センター）は改修工事

のため、７月末まで閉館 WEB 貸出しのみ対応 

歴史施設 ・伊達記念館 ６月２日（火） 

学校開放 

 

・各小学校グラウンド ６月８日（月） 

※学校体育館は使用不可（当面の間） 

 ※当面の間、大会・練習試合での使用不可  

施設の利用にあたってのお願い 

〇当面の間、町民のみの利用とさせていただきます。 

〇手指消毒、マスクの着用、咳エチケットを徹底してください。 

〇体調不良の方の利用はご遠慮願います。 

〇他人との十分な距離【できるだけ２ｍ（最低１ｍ）】を確保してください。 

〇飲食を伴う利用はご遠慮願います。 

 その他、当面の間、各施設ごとに利用制限を設けておりますので、詳しくは施

設管理者までお問い合わせください。 

資料　３



 

施設区分 対象施設 再開日 施設管理者(問合せ先) 

 

児童福祉施設 

・子ども発達支援センター ６月１日（月）  

 

 

 

 

教育委員会子ども未来

課 

 ２３-３０２４ 

 

 

 

・子育て支援センター 

（ゆとろ内、おとぎのくに内） 

６月８日（月） 

児童保育施設 ・当別子どもプレイハウス 

・西当別子どもプレイハウス 

 ※利用自粛要請解除 

６月８日（月） 

教育保育施設                        ・認定こども園当別夢の国幼 

稚園 

・認定こども園おとぎのくに 

 ※幼稚園部門再開 

 ※保育所部門利用自粛要請 

解除 

６月１日（月） 

福祉施設 ・総合福祉センターゆとろ 

※多目的ホールのみ利用可 

６月１日（月） 福祉部保健福祉課 

 ２３-３０１９ 

各公園 ・遊具 

・多目的広場 

６月１日（月） 建設水道部建設課 

 ２３-３１４２ 

 

 

 

 

今後のコロナウイルスの感染状況により変更になる場合がございます。 

詳しくは当別町ホームページ  URL https://town.tobetsu.hokkaido.jp 

よりご確認ください。 

施設区分 対象施設 再開日 問合せ先 

小・中学校 ・当別小学校 

・西当別小学校 

・当別中学校 

・西当別中学校 

 

６月１日(月)～５日(金) 

小学校 午前授業(給食なし) 

中学校 ５時間授業(給食あり) 

６月８日(月)～ 

 各小・中学校 通常授業 

 

 

教育委員会学校教育課 

 ２２-２６８９ 


