
郡上市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催概要 

 

 

【第 1回】 

日 時：令和 2年２月２８日（金）午前 8時 30分～午前 10時 

場 所：郡上市役所本庁 4階大会議室 

議 事： 

（１） 新型コロナウイルス感染症の県内の状況について  

▶県内における感染確認者 1例目の発症（2/26）についての情報確認 

（２） 国・県の対応状況 

▶国や県における現在の対応状況についての情報共有 

（３） 今後の郡上市における対応について 

▶市主催行事等の対応について開催基準を協議の上決定 

▶小中学校の対応について、国の要請に基づき市立小中学校及び県立高等学校は 3/2から

休校予定 

 

【第 2回】 

日 時：令和 2年 3月 4日（水）午後５時～午後７時 

場 所：郡上市産業プラザ 4階交流ホール 

議 事： 

（１） 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策総合アクションプランについて 

▶3/2 県庁にて開催した「岐阜県新型コロナウイルス感染症に係る相互連絡窓口会議」の

内容についての概要説明 

（２） 各部における対応について 

▶各部からの現在の対応状況を説明し情報共有を行う 

▶臨時休校に伴う放課後児童クラブの臨時利用について概要説明 

（受付期間 3/3～3/26） 

（３）郡上市新型コロナウイルス感染症対策ワーキンググループの設置について 

   ▶対策本部内に「感染症対策」と「地域経済対策」の２分野におけるワーキンググループを

設置し、関係課長級職員を構成員とした体制を整備 

 

【第３回】 

日 時：令和 2年 3月１２日（木）午後５時～午後６時 30分 

場 所：郡上市役所本庁 4階大会議室 

議 事： 

（１） 新型コロナウイルス感染症にかかる市主催行事等の開催基準の取扱期間の延長に



ついて 

▶県の対応に準じ、市主催行事等の対応について開催基準の適用を３月２２日（日）まで延

長することを決定 

（２） ワーキンググループからの中間報告 

▶感染症対策ワーキンググループから、市内感染者が確認された場合の対処方法につての検

討報告 

▶地域経済対策ワーキンググループから、市内各産業別の状況把握するにあたり緊急アンケ

ートを実施報告 

（３） 各部における対応状況について 

▶各部からの現在の対応状況を説明し情報共有を行う 

▶放課後児童クラブの利用料を月額 9,000円から 5,000円に変更 

 

【第４回】 

日 時：令和 2年 3月１９日（木）午前９時～午前 10時 30分 

場 所：郡上市役所本庁 4階大会議室 

議 事： 

（１） 県内での発生（３例目）について  

▶3月 1７日、岐阜市において感染確認された患者情報についての情報確認 

（２） 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策総合アクションプラン（第２次）について 

▶資料に基づき概要説明 

（３） ワーキンググループからの中間報告 

▶感染症対策ワーキンググループから感染例が発生した場合の公表基準について提案 

▶地域経済対策ワーキンググループから関係分野の実施事業計画（案）の報告 

（４） 各部における対応状況について 

▶生乳 1,665本（約 10 万円分）を購入し、幼稚園、保育園、放課後児童クラブへ配布 

▶小規模事業者経営改善資金融資（マル経）と市商工業災害復旧資金利用補給の二本立て

により利子補給を行う 

▶3月における市内幼稚園・保育園行事の実施状況報告（実施 34件・一部実施 63件・

中止又は延期 64件） 

（５） その他 

▶次回開催予定 

第 5回郡上市新型コロナ感染症対策本部会議 3月 26日（木）午後 3時から 

 

【第５回】 

 日 時：令和２年３月２６日（木）午後３時～午後４時３０分 

 場 所：郡上市役所本庁４階大会議室 

 議 事： 



（１）県内での発生について 

    ▶県内の感染者について情報共有 

（２）ワーキンググループからの報告 

▶感染拡大防止と医療提供体制の整備について確認 

▶イベント等の取り扱いについて確認 

▶学校の臨時休業に伴う課題等について確認 

▶経済対策について情報共有 

（３）各部の対応状況について 

▶学校の臨時休業に係る対応状況等説明 

▶スポーツ施設等の対応について状況説明 

 

【第６回】 

 日 時：令和２年４月２日（木）午後３時～午後５時 

 場 所：郡上市役所本庁４階大会議室 

 議 事： 

（１）県内での発生について 

▶県内の感染者について情報共有 

（２）岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部の推進体制について 

▶特措法により県が改めて対策本部の設置について情報確認 

（３）ワーキンググループからの報告 

▶市開催行事等開催基準日について延長等の確認 

▶マスク・消毒用アルコールの供給状況等について確認 

▶地域経済対策について現状を説明 

（４）各部における対応状況を確認 

▶生活困窮者や緊急小口融資の受付開始 

▶市民向け感染症防止チラシの作成について説明 

 

【第７回】 

 日 時：令和２年４月３日（金）午後５時～午後６時 

 場 所：郡上市役所４階大会議室 

 議 事： 

（１）連絡事項の確認 

▶マスク、消毒液、手袋等の補正予算対応について 

▶病院での感染症対策について 

    ▶市内施設の竣工式の対応について 

    ▶学校の臨時休校が延長した場合の放課後児童クラブの対応について 

    ▶知事メッセージの周知について速やかに対応 



    ▶経済対策の一時見合わせについて 

 

【第８回】 

 日 時：令和２年４月６日（月）午後１時～午後４時 

 場 所：郡上市役所４階大会議室 

 議 事： 

（１）新型コロナウイルス感染症対策のための執務場所検討について 

▶乳幼児や高齢者と同居している家族の対応 

▶職員が感染した場合の対応について 

（２）新型コロナウイルス感染症まん延にともなう指定管理者施設の取り扱いについて 

▶施設の資金面での対応等について 

（３）観光指定管理者施設の状況について 

▶今後の休館対応について 

（４）防災備蓄品の確保について 

▶補正予算対応で検討する件について 

（５）工期の延長について 

▶工期の延長について対応確認 

（６）郡上市消防本部新型感染症対策に係る業務継続計画について 

▶消防本部説明 

（７）健康福祉部からの連絡 

▶放課後児童クラブ、子育て支援拠点施設の対応について 

▶防護服について確認 

（８）教育委員会から 

▶竣工式等の延期について 

▶小中学生向けの教育長メッセージについて 

 

【第９回】 

 日 時：令和２年４月９日（木）午後３時３０分～午後５時 

 場 所：郡上市役所４階大会議室 

 議 事： 

（１）県内の発生状況について 

▶県内の発生状況について 

▶新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対応について 

▶備蓄マスクについて 

（２）ワーキンググループからの報告 

▶市内各施設の対応状況と今後の方針について 

▶国の経済対策を説明 



▶給付金の情報確認 

    ▶デマ等の対応について 

    ▶再度、保育園、児童クラブへの牛乳配布検討 

    ▶高齢者の運動支援について 

    ▶市内の医療施設との連携について 

    ▶学校臨時休校の延長について（～５月６日まで） 

 

【第１０回】 

  日 時：令和２年４月１０日（金）午後２時～午後３時２０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１）県内の発生状況について 

▶県内の状況について説明 

 

（２）検討事項 

▶岐阜県の宣言文について HPへの掲載確認 

▶イベントの中止、延期について検討 

▶自然災害時の避難所の確保について検討 

▶医療体制の病院や医師会との連携について 

▶資金繰りについての相談について 

▶牛乳配布の延期について 

▶マスクの不足による対応について 

 

【第１１回】 

  日 時：令和２年４月１６日（木）午後２時～午後３時３０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１）県内の発生状況について 

▶県内の感染者について情報共有 

（２）市主催行事等の開催基準について 

▶これまでの開催基準について更新する旨説明 

（３）市有施設の対応状況について 

▶原則休園施設の確認について（幼稚園、保育園、児童クラブ等） 

▶営業時間短縮施設の確認 

（４）国・県・市の対策メニューについて 

▶民間の取り組みについて説明 

（５）各部からの報告 



▶窓口に飛沫防止のための対策を実施 

▶国や県からの経済対策の事業確認 

▶夏のイベント等の検討について 

▶学校以外の市内の塾などの対応について 

▶発熱時の対応について CATV作成予定を説明 

▶振興事務所との連携について 

 

【第１２回】 

  日 時：令和２年４月１７日（金）午前９時３０分～午前１０時３０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部本部員会議の内容説明 

▶資料に基づき説明 

（２）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用制限の要請について 

▶岐阜県を含む全国を対象区域とした「緊急事態宣言」発令について 

▶県民の５月６日までの徹底した外出自粛 

▶岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（仮称）創設について 

▶市民への感染予防の徹底した呼びかけについて 

▶CATVによる緊急放送の実施について 

 

【第１３回】 

  日 時：令和２年４月２３日（木）午後３時３０分～午後５時２５分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 県内の発生状況について 

▶資料に基づき説明 

（２） マスク等の寄贈及び活用方法について 

▶マスク等の寄付について説明 

（３） 各種相談窓口について 

▶GWを前にして、市民からの問い合わせ時に宿日直者が案内できるよう案内

窓口一覧を作成する旨説明 

（４） 市有施設の対応状況について 

▶GW中の対応等について状況説明 

（５） 各部からの報告 

▶特別定額給付金について事務体制について説明 

▶各種イベント開催状況について説明及び現状報告 

▶休業要請に係る申請手続きについて説明及び報告 



▶各種調査について説明 

▶マスクの作成に係る CATV番組作成について説明 

▶学校休校に関する状況について説明 

 

【第１４回】 

  日 時：令和２年５月１日（金）午後３時３０分～午後５時２５分 

  場 所：産業プラザ ４階 交流ホール 

  議 事： 

（１） 県内の発生状況について 

▶資料に基づき説明 

（２） WGからの報告 

▶マスク等の寄付について配布等に係る説明 

▶ふるさと寄付について説明 

（３） 各部からの報告 

▶市内の各施設、市営駐車場等の利用状況等説明 

▶指定管理施設等の閉館状況説明 

▶水道料金の減免等について現状説明 

▶子供向け図書館の特別貸し出しについて説明 

 

【第１５回】 

  日 時：令和２年５月５日（火）午後３時００分～午後４時４０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 緊急事態宣言の延長を受けて 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶GW中の市営駐車場、公園等の利用状況報告 

▶特別定額給付金の事務手続きについて説明 

▶各振興事務所等の市内巡回報告等 

▶今後の経済対策等について 

 

【第１６回】 

  日 時：令和２年５月１５日（火）午後５時００分～午後６時５０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 緊急事態宣言解除による市の方針について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶市主催行事等の開催における留意事項について 



▶各部からの状況報告及び今後の対応について報告 

 

【第１７回】 

  日 時：令和２年５月１９日（火）午後３時００～午後４時２０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 報告事項 

▶県内の感染者動向について 

▶市施設の再開状況について 

▶各部からの状況報告及び今後の対応方策について 

 

【第１８回】 

  日 時：令和２年５月２７日（水）午前１１時０３分～午後１２時０８分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 報告事項 

▶県の本部会議資料説明 

▶市施設の再開状況等について 

▶各部からの状況報告 

 

【第１９回】 

  日 時：令和２年６月８日（月）午後２時０５分～午後３時１０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶岐阜県感染症対策基本条例（仮称）について 

▶市施設の再開状況について 

▶各部からの状況報告 

 

【第２０回】 

  日 時：令和２年６月３０日（火）午前１０時０３分～午後１２時１０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶新型コロナ対策実施店舗向けステッカーについて 



▶各部からの状況報告 

 

【第２１回】 

  日 時：令和２年８月４日（火）午後 2時０５分～午後４時１０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶各部からの状況報告 

 

【第２２回】 

  日 時：令和２年９月２日（水）午後 3時０１分～午後４時３０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１） 報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言について 

▶イベント開催方針の変更について 

▶「コロナ社会を生き抜く行動指針」の変更について 

▶各部からの状況報告 

 

【第２３回】 

  日 時：令和２年１１月２日（月）午後 3時３０分～午後５時００分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶各部からの状況報告 

 

【第２４回】 

  日 時：令和２年１１月２０日（金）午後４時３０分～午後５時００分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

（１）報告事項 

▶各部からの状況報告 



 

【第２５回】 

  日 時：令和２年１１月２６日（木）午後４時００分～午後５時２０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶各部からの状況報告 

 

【第２６回】 

  日 時：令和２年１２月１６日（水）午後１時４０分～午後２時４５分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶各部からの状況報告 

 

【第２７回】 

  日 時：令和２年１２月２８日（月）午前９時３０分～午前９時５８分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶市内の感染状況について 

▶各部における年末年始の対応について 

 

【第２８回】 

  日 時：令和３年１月８日（金）午後３時００分～午後４時００分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶緊急事態宣言発令による岐阜県対応について 

▶施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の概要について 

 

 

【第２９回】 



  日 時：令和３年１月１４日（木）午後１時００分～午後２時４０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶特措法にもとづく緊急事態宣言拡充について 

▶各部からの報告 

 

【第３０回】 

  日 時：令和３年２月４日（木）午後４時００分～午後５時３０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶緊急事態宣言延長による対応について 

▶ワクチン接種体制について 

▶各部からの報告 

 

【第３１回】 

  日 時：令和３年３月１日（月）午前１０時３０分～午前１１時５０分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶緊急事態宣言の措置解除に伴う対応について 

▶ワクチン接種体制について検討報告 

▶各部からの報告 

 

【第３２回】 

  日 時：令和３年３月５日（金）午前４時４５分～午後６時５分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶ワクチン接種体制について状況報告 

▶各部からの状況報告 

 

【第３３回】 

  日 時：令和３年４月９日（金）午後３時３０分～午後４時４０分 



  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶ワクチンの接種体制について状況報告 

▶各部からの状況報告 

 

【第３４回】 

  日 時：令和３年４月２６日（月）午後３時００分～午後４時２５分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶ワクチンの接種体制について状況報告 

▶各部からの状況報告 

 

【第３５回】 

  日 時：令和３年５月１３日（木）午前９時００分～午前１０時２５分 

  場 所：郡上市役所４階大会議室 

  議 事： 

  （１）報告事項 

▶県内の感染動向について 

▶県の本部会議資料に基づき説明 

▶ワクチンの接種体制について状況報告 

▶各部からの状況報告 

 

 


