


 

令和 2 年 3 月 7 日  

第１回三原市感染症対策本部会議 

三原市の対応 

 

（１） 三原市のこれまでの対応 

ア 市民への周知・啓発 

① 情報収集・連携強化 

    感染情報及び国・県・検疫所等の対応状況の情報収集・連携強化 

② 市民への感染予防啓発 

   ○ 市ホームページを通じた注意喚起 

   1/24 新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について 

    ・咳エチケットや手洗い等，通常の感染対策 

    ・相談窓口の周知：広島県東部保健所 

   1/29 新型コロナウイルスに関連した肺炎について 

    ・県の相談窓口の周知：広島県東部保健所（平日・休日（土日祝）（夜間） 

    ・症状を有し，かつ渡航歴等条件を満たす方については，保健所へ連絡し指示を受ける

よう注意喚起         

    ・厚生労働省の電話相談窓口（9 時から 21 時） 

    ・咳エチケットや手洗い等，通常の感染対策 

   1/30 三原市感染症対策連絡会議について 

    ・会議資料を添付 

   2/26 ホームページをリニューアル（サブサイト導入） 

   2/27 第２回三原市感染症対策連絡会議開催 

    ・会議資料を添付 

   2/28 市主催イベント等の開催に関する基本方針，イベント中止・延期等の情報，感染症予

防対策，学校の臨時休業についてリンクを追加 

     ※随時内容を更新  

○ ＦＭみはら 

  「安心安全一口メモ」 2/3 収録。2/3 から 2/7 まで発信 

                         2/21 原稿提出。2/24 から 2/28 まで発信 

             2/28 原稿提出。3/2 収録，同日から 3/6 まで発信 

  ・2/27 市主催・共催イベントの中止・延期情報を発信 

○ 三原テレビ 

  ・2/4 収録。2/4（火）18 時から 2/11（火）まで合計 30～40 回放送 

  ・2/28 市主催・共催イベントの中止・延期情報を発信 18 時から文字放送 

    ・3/3 収録。 

○ 公共施設への文書掲示及び学校等関係機関への周知等 

  ・2/4 配布用ちらし及び掲示用ポスターを作成：31 施設へ配布 

・2/6 配布用ちらし及び掲示用ポスターを作成：35 施設へ配布（ちらし・ポスター） 

・3/4 配布用ちらし（各戸配布と同じもの）を作成：35 施設へ配布 

○ 町内会回覧 

・2/15 町内会回覧 



 

・3/5 付，町内会等のイベント等の中止・延期に係るちらしの各戸配布・町内会長宛文書送付 

  ○ 広報みはら 

    3 月号へコロナの情報及び予防方法について掲載 

  ○ 防災メール 

    2/28 16 時発信：相談目安･相談窓口，市主催イベント開催基準，感染拡大防止の依頼 

  ○ 防災協定を締結している商業施設への感染症予防対策の依頼 

    2/28 掲示物作成，3/4 掲示・配布依頼（フジグラン，イオン，マックスバリュ） 

  ○ 各課の取組 

    ・商工振興課：中小企業・小規模事業者支援 2/19HP 掲載 

・教育委員会：市内全小・中学校の臨時休業（3/2～3/25）2/28HP 掲載 小学校 1～3 年及び特

別支援学級に在籍の生徒に対する学校での個別対応 

    ・子育て支援課：市内小学校臨時休業中の放課後児童クラブの開所（3/2～3/25）全 35 ヶ所 

 

    ・市内図書館：3/2 から当面休館 2/29HP 掲載 

    ・スポーツ振興課：3/6～3/22 リージョン南館のトレーニング室の利用休止 

 

③マスク・手指消毒液の貸出・配布 

  （下記参照） 

 ④市民からの相談状況  

   3/5 現在 38 件 

⑤会議の設置及び会議の開催 

○R2.1.30 三原市感染症対策連絡会議の設置（第 1 回会議開催） 

   国の指定感染症の指定（1/28），国内での人から人に感染した初の患者が発生（1/28）したこと

から，広島県が特別警戒本部（本部長：知事）を設置（1/29）したことを受け，本市連絡会議を

設置。 

 

   三原市感染症対策連絡会議（構成員 19 名） 

   会長 山口副市長（担当副市長） 

   委員 大西副市長，教育長，危機管理監 ほか部長級職員 

 

・新型コロナウイルス感染症に係る対応について（連絡会議委員及び各所属長宛に通知）（2/3） 

 ○R2.2.27 三原市感染症対策連絡会議（第 2 回）の開催（構成員 20 名） 

○R2.3.7 三原市感染症対策本部設置，第 1 回会議の開催（構成員 21 名） 

 

 ⑥三原市市議会議員及びプレスへの対応 

  1/30 議員全員協議会において状況報告 

     報道機関への情報提供 

 2/27 連絡会議（第 2 回）開催についての議員及び報道機関への情報提供 

 ⑦市内医療機関の対応状況，マスク・消毒液等の在庫状況調査 2/20（対象：市内の病院） 

⑧その他 



 

  ・広島空港検疫所における帰国者・入国者に対する検疫の徹底 

  （サーモグラフィーによる発熱の確認，「健康カード」の配布による自己申告の呼びかけ） 

   広島空港国際線 8 路線（ソウル・大連・北京・上海・台北・香港・シンガポール・バンコク） 

  ・広島空港新型インフルエンザ等感染症対策協議会総会へ出席（新型コロナウイルスについての

内容） 

 

 イ 小中学校の休業 

 

 ウ 市主催イベントの中止・延期による外出自粛 

 

 エ マスク・消毒液の配布 

  ・3/1 放課後児童クラブにマスクを貸出 

  ・3/4 学校教育課へ環境清掃用消毒液（特別支援学級，児童クラブ未登録の児童用）を貸出 

  ・3/5 市内医療機関（10 病院及び 53 診療所）及び世羅中央病院企業団へマスク配布 

   （3/4 報道機関，市議会議員へ情報提供，配布マスク 53,000 枚） 

   

（２）三原市の今後の対応 

 ア 情報収集 

  ・感染情報及び国・県・検疫所，市内医療機関等の対応状況等の情報収集・連携強化 

イ 本部の設置及び会議の開催 

・班対策会議（第１回）の開催（第１回本部会議開催後） 

ウ 広島県・東部保健所との連携強化 

  指定感染症（2 類相当）指定を受けての対応  

 ※2/6 症例定義を修正，2/12 電話番号を修正，2/13 流行地域に浙江省を加える。 

2/27 流行地域に大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道群を加える。 

3/7 流行地域に大韓民国慶山市，安東市，永川市，漆谷郡，義城郡，星州郡及び軍威郡並びにイ

ラン・イスラム共和国コム州，テヘラン州及びギーラーン州を加える。 

症例定義 ・以下の１および２を満たす人 

【症状】発熱（37.5 度以上）かつ呼吸器症状を有している 

【条件】 

１ 新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの。 

２ 発症から２週間以内に，以下の（ア）（イ）のいずれかを満たす。 

（ア）武漢市を含む湖北省及び浙江省，大韓民国大邱広域市，慶尚北道清道群，慶山市，

安東市，永川市，漆谷郡，義城郡，星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コ

ム州，テヘラン州及びギーラーン州への渡航歴がある。 

（イ）「武漢市を含む湖北省及び浙江省，大韓民国大邱広域市，慶尚北道清道群，慶山市，



 

安東市，永川市，漆谷郡，義城郡，星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コ

ム州，テヘラン州及びギーラーン州への渡航歴があり，発熱かつ呼吸器症状を有する人」

との接触歴がある。 

医療体制 第 2 種感染症指定医療機関が対応，状況に応じて入院 

（広島市立舟入市民病院・福山市民病院・東広島医療センター・庄原赤十字病院） 

症例定義に合致されない方は，一般診療所が対応（県医師会に徹底を依頼） 

受診方法 当該感染症にり患している疑いのある方は，保健所に連絡したうえで，県が指示する医

療機関を受診 

相談窓口 県民向け相談窓口の設置 

 広島県東部保健所  

電話 平日（8:30～17:00）0848-25-2011 ，休日・夜間 082-513-2567 

 エ 相談窓口の周知 

   広島県東部保健所が最寄りの窓口となること及び広島県が設置する夜間対応の連絡先に 

ついて周知。（ホームページ等に掲載） 

   三原市では，問い合わせに保健福祉課（0848-67-6053）が対応。 

   市内発生後は対策本部室へ相談窓口設置（専用ダイヤル） 

 

 オ 市民啓発 

ア 市ホームページを通じた注意喚起 

イ ＦＭみはら 

ウ 三原テレビ 

エ 公共施設への文書掲示及び学校等関係機関へのちらし配布による周知等 

オ 町内会放送 

カ フェイスブック 

キ 防災メール 

ク 広報みはら 

  ４月号に特集を掲載予定 

 

（７）各所属からの情報提供内容 
所属 内容 

危機管理課 ・2/19 多言語テンプレートの提供について 

経営企画課 ・2/20「総務大臣メーメール」：地域における多文化共生の推進に係る地方

財政措置について 

総務課 ・2/16 政府の感染症対策本部資料の送付（市町行財政課より） 

児童保育課 ・2/7 各施設長へ対応について通知，情報提供 

商工振興課 ・2/7 金融・経済団体等への対応・聞き取り内容：広島銀行での特別相談窓

口設置） 

・2/17 特別融資についてのニュースリリース（2/7 追加分） 

・2/19 中小企業・小規模事業者支援，ホームページ掲載 

港湾課 ・2/4 訪日外国人旅行者向けコールセンターの設置・周知について 

・2/19 三原内港へのポスター掲示，消毒液購入（納期未定）。 

・2/21 糸崎港 国際埠頭施設の利用船舶に関する情報 

・3/5 雇用調整助成金の特例について（対象の拡充） 

学校教育課 ・2/6 患者発生時の対応のフロー図（事業所・学校）図 

・2/7 幼児児童生徒に患者（疑い）発生時の県立学校における対応（イメー



 

ジ）について（県：豊かな心育成課） 

・2/13 中国から帰国した児童生徒等への対応：帰国後 2 週間以内に症状あ

り受診した際は，必要に応じ，出席停止とする等。 

スポーツ振興課 ・3/2 指定管理者において周知文書を作成し，2/29 にリージョンプラザホー

ムページへ掲載及びリージョンプラザ各所に掲示 

・3/3 各市町トレーニングルーム等の休館情報（県取りまとめ内容） 

・3/4 リージョン南館トレーニング室を指定管理者の判断で 3/6～3/22 まで

休止 

 
 
 



 

 

三原市主催イベント等の開催に関する基本方針 

 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応については，広島県内では，現段階では発生段

階ではありませんが，全国的には多数の症例が報告されております。 

また，国において２月２５日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」」が出

され，イベントの自粛などの感染拡大防止策が示されたところです。 

 このため，三原市においては，徹底した感染拡大防止策を講じるため，市主催のイ

ベント等の開催については，原則，中止または延期とします。 

  

１ 市主催イベント等の取扱い 

  原則として，中止または延期する。 

 

２ 適用期間 

令和２年２月 28 日から令和２年３月 31 日まで 

 

３ 中止または延期が不可能なイベント等の取扱い  

この時期に実施する必要があり，変更不可能な式典（卒業式等）については，感染

予防に必要な対策を講じて，開催する。 

 

○感染予防対策 

・発熱等の症状がある人には参加を控えるよう要請（事前告知） 

・咳エチケットの徹底や，頻繁な手洗いなどの周知徹底，実施の要請 

・アルコール消毒液を会場出入口等に設置 

・屋内イベントでの定期的な換気，ドア等は支障のない範囲で開放 

・参加者等の相互接触や，対面での会話機会を減らす 

・開催時間の短縮 

・参加者の限定  など 







新型コロナウイルス感染症に係る三原市感染症対策本部 事案対策班会議について 

 

【三原市新型インフルエンザ等対策行動計画より抜粋】 

（１）実施体制 

ア 考え方 

・ 市全体の危機管理の問題として取組む。 

・ 国，県，指定（地方）公共機関等と相互に連携を図り，一体となって取組む。 

イ 全庁的・全市的な取組 

・ 新型インフルエンザ等の発生段階に応じて，各担当部局が対策を準備・実施する。 

・ ｢三原市新型インフルエンザ等対策本部｣の事務局が，事前準備の進捗を確認し，関係部局間

等の連携を確保しながら，全庁一体となった取組を推進する。 

   ウ 「業務継続計画」の作成 

｢三原市インフルエンザ等業務継続計画｣（以下｢業務継続計画※｣という。）を作成し，  新

型インフルエンザ等発生の「県内感染期」においても，市の機能を維持し最低限の継続すべき通

常業務を行いながら，新型インフルエンザ等対策に万全を期すための体制を整える。 

   エ 発生段階における対応方針と危機管理体制 

発
生

段
階 未発生期 

海外 
発生期 

県内    
未発生期 

県内  
発生早期 

県内   
感染期 

小康期 

対
応
方
針 

 
①発生に備え,体制整備 
②国・県との連携の下,情報収集
及び情報提供を行う。 

 
①新型ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞ等の国
内侵入状況
に注視 
②早期発見
と発生遅延 
③発生に備
え体制整備 

 

 
①国内発生
状況等の情
報収集 
②早期発見
と発生遅延 
③発生に備
え体制整備 

 
①感染拡大
の抑制 
②適切な医
療確保 
③まん延に
備えた体制
整備 

 
①医療体制
の維持 
②健康被害
生活・経済
への影響を
最小限に抑
える 

 
①市民生活・経
済の回復を図
る 
②第二波に備
える 

 
＜緊急事態宣言時＞ 
外出自粛要請，施設の使用制限， 
臨時の医療施設の設置 等 
 

 

県
の
危
機
管
理
体
制 

平常時 
注意体
制※1 

警戒体制 
※2 

非常体制 
警戒体制 

※3 

広島県感染症 
対策連絡会議 
設置 
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
等対策） 

広島県新
型ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ等警戒
本部設置
(本部長：
健康福祉
局長） 

 
 
 

広島県新型インフルエンザ等対策本部設置 
（本部長：知事） 

 
広島県新型ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞ等警戒本
部 設 置 ( 本 部
長：健康福祉局
長） 

三
原
市 

通常体制 

三原市感 
染症対策 
連絡会議 
設置(会長：
副市長) 

 
 

 

三原市新型インフルエンザ等 
対策本部設置 

（本部長：市長） 

三原市感染症
対策連絡会議

設置 
(会長：副市長） 

※１ 海外で鳥インフルエンザの人感染例発生 

※２ 国内・県内で鳥インフルエンザの人感染例発生又は海外で新型インフルエンザ等感染疑い例発生 

※３ 国が政府対策本部を解散した時は,警戒体制へ移行する。 

緊急事態宣言 緊急事態解除宣言 



オ 三原市感染症対策連絡会議 

海外において新型インフルエンザ等の発生が危惧される場合，交通機関の発達した現代にお

いては，日本国内における感染の発生は時間の問題になることが予想される。 

そのため，本市では，国内で鳥インフルエンザの人感染例が発生又は，国内外で新型インフル

エンザ等感染した疑い例が発生し，国・県が初動対処方針を決定した時点で，国内発生に備えた

行動について協議・検討を行うため，副市長は，三原市感染症対策連絡会議設置要綱に基づき

「三原市感染症対策連絡会議」を召集する。 

（ｱ）構成 

会長 担当副市長 

副会長 保健福祉部長 

委員 担当副市長以外の副市長，危機管理監，教育長，経営企画部長，総務部長，財務部長，保

健福祉・子育て支援担当参事，生活環境部長，経済部長，観光振興・シティプロモーション担

当参事，建設・都市担当参事，建設部長，災害復旧担当参事，都市部長，消防長，教育部

長，水道部長，議会事務局長 

事務局 保健福祉課 

 

カ 三原市新型インフルエンザ等対策本部 

・ 政府及び県が新型インフルエンザ等対策本部を設置した場合には，三原市新型インフルエ

ンザ等対策本部条例に基づき，「三原市新型インフルエンザ等対策本部」（以下「市対策本部」

という。）を次のとおり設置し，対策の総合的な実施体制を整える。 

・ 国により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合には，特措法に基づき，必要な措

置を講ずる。 

（ｱ）構成  

本部長 市長 

副本部長 担当副市長 

本部員 担当副市長以外の副市長，教育長，危機管理監，経営企画部長，総務部長，財務部

長，保健福祉部長，保健福祉・子育て支援担当参事，生活環境部長，経済部長，観光

振興・シティプロモーション担当参事，建設・都市担当参事，建設部長，災害復旧担当

参事，都市部長，消防長，教育部長，水道部長，議会事務局長 

事務局 保健福祉課，危機管理課，秘書広報課 

事案対策部 

   部長 

   副部長 

 

保健福祉部長 

危機管理監，保健福祉・子育て支援担当参事 

 

 

 

 

 

 

管理総括班 保健福祉課・危機管理課・秘書広報課 

情報管理班 保健福祉課・社会福祉課・高齢者福祉課・児童保育課・子育て支援課・農林水産課・

教育振興課・学校教育課 

感染防止班 保健福祉課・職員課・社会福祉課・高齢者福祉課・児童保育課・子育て支援課・生

活環境課・人権推進課・教育振興課・学校教育課・消防本部警防課・総務課・商工

振興課・観光課・農林水産課・スポーツ振興課・生涯学習課，文化課 

医療対策班 保健福祉課・保険医療課・消防本部警防課 

市民生活 

維持班 

保健福祉課・市民課・生活環境課・危機管理課・社会福祉課・高齢者福祉課・環境

管理課・商工振興課・水道部工務配水課 



業務支援部 

   部長 

   副部長 

   部員 

 

経営企画部長，総務部長 

職員課長 

事案対策部の班に属さない課 

（ｲ）主な業務 

【事案対策部】 

対策班 担当課 新型インフルエンザ等対策業務 

管理総括班 保健福祉課 ○新型インフルエンザ等対策本部への報告,連絡,相談に関すること 

○対策班の統括に関すること 

危機管理課 ○危機管理全般に関すること 

秘書広報課 
○市民への広報，報道機関への情報提供に関すること 

○本部長の連絡・調整に関すること 

情報管理班 保健福祉課 ○WHO（世界保健機関），国，県からの情報収集と連携に関すること 

○市民の感染状況の情報集約に関すること 

○市民からの相談窓口の開設に関すること 

社会福祉課 ○福祉施設における感染状況の把握に関すること 

高齢者福祉課 ○介護・福祉施設における感染状況の把握に関すること 

児童保育課 ○保育所，認定こども園における感染状況の把握に関すること 

子育て支援課 ○放課後児童クラブにおける感染状況の把握に関すること 

農林水産課 ○家きん類等の感染把握に関すること 

教育振興課 ○幼稚園における感染状況の把握に関すること 

学校教育課 ○小・中学校の感染状況の把握に関すること 

感染防止班 

 

 

 

 

保健福祉課 ○感染予防対策全般に関すること 

○活動の自粛・中止の総合調整に関すること 

○予防接種に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

職員課 ○職員の健康管理に関すること 

○職員の感染防護資器材の配布に関すること 

○職員の特定接種に関すること 

社会福祉課 ○社会福祉施設における感染予防及び感染拡大防止（閉鎖措置を含

む）に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

高齢者福祉課 ○高齢者福祉施設における感染予防及び感染拡大防止（閉鎖措置を

含む）に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

児童保育課 ○保育所，認定こども園における感染予防及び感染拡大防止（閉鎖

措置を含む）に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 



子育て支援課 ○放課後児童クラブにおける感染予防及び感染拡大防止（閉鎖措置

を含む）に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

生活環境課 ○地域内交通事業者に対し，利用者へのマスク着用の励行の呼びか

けなど感染予防に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

教育振興課 ○幼稚園における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

学校教育課 ○学校における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

消防本部警防課 ○水際対策の協力に関すること 

農林水産課 ○家きん類等の感染防止に関すること 

○活動の自粛・中止の総合調整に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

観光課  

 

○活動の自粛・中止の総合調整に関すること 

○所管する施設における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

スポーツ振興課 

生涯学習課 

文化課  

 人権推進課 

商工振興課 

総務課 ○庁舎における感染予防及び感染拡大防止に関すること 

医療対策班 保険医療課 ○県と連携のもと，医療体制の確保に関すること 

消防本部警防課 ○患者の搬送に関すること 

保健福祉課 ○医療体制の把握に関すること 

○在宅療養者の対応に関すること 

市民生活維持班 市民課 ○火葬許可に関すること 

生活環境課 ○死亡者の円滑な埋火葬に関すること 

○環境衛生に関すること 

○地域交通の運行に関すること 

危機管理課 ○市の備蓄品のうち，必要なものの配布及び確保の調整に関するこ

と 

○遺体安置所の確保に関すること 

保健福祉課 ○食料品の備蓄や節約，ごみの抑制等の市民への啓発に関すること 

社会福祉課 ○福祉事業所における機能維持に関すること 

○障害者等要支援者の支援に関すること 

高齢者福祉課 ○介護事業所における機能維持に関すること 

○高齢者等要支援者の支援に関すること 

環境管理課 ○ごみの収集に関する委託業者，関係機関との連絡調整に関するこ 



 と 

○資源の使用抑制とごみの排出抑制に関すること 

商工振興課 ○食糧及び生活必需品の確保に関すること 

○食料品の備蓄や節約，ごみの抑制等の市民への啓発に関すること 

水道部工務配水課 ○飲料水，生活用水の確保に関すること 

 

【業務支援部】 

対策部 担当課 業務 

業務支援部 班編成のない課 ○各班の後方支援（班業務における応援） 

○他課の業務継続支援（班従事者に代わり当該職員の所

属する課の業務を分担 

 

キ 三原市新型インフルエンザ等対策支部 

    三原市新型インフルエンザ等対策本部を設置したときは，各支所に対策支部を設置し，新型イ

ンフルエンザ等対策の全般について，対策本部の要請・指示に応じ対策を実施すると共に，報

告・連絡・相談を実施する。 

ク 情報伝達の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            
 

指示    報告・連絡・相談           指示    報告・連絡・相談 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                    

 

 事務局 

事務局長・・保健福祉課長 

事務局次長･･･危機管理課長 

秘書広報課長 

班・・・・・管理総括班 

事案対策部 
  部長・・・保健福祉部長 

 副部長・・危機管理監 

       保健福祉・子育て支援担当参事 

  班・・・・・・管理総括班 

        情報管理班 

        感染防止班 

        医療対策班 

        市民生活維持班    

業務支援部 

 部長・・・経営企画部長，総務部長 

 副部長・・・職員課長 

 部員・・・事案対策部の班以外の課 

本部会議  
本部長・・・市長 
副本部長・・・担当副市長 
本部員・・・担当副市長以外の副市長， 

教育長，危機管理監，経営企画部長，総務部長， 
財務部長，保健福祉部長，保健福祉・子育て支援担
当参事，生活環境部長，経済部長，観光振興・シテ
ィプロモーション担当参事，建設・都市担当参事，建
設部長，災害復旧担当参事，都市部長，消防長，教
育部長，水道部長，議会事務局長 

三原市新型インフルエンザ等対策本部 

広
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部 

       対策支部 
        支部長･･･支所長 
        支部対策班・・・地域振興課 




