
第２回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

１ 日 時 令和２年２月２８日（金） １８:００～

２ 場 所 県庁本庁舎２階 第２応接室

３ 議 題

（１）新型コロナウイルス感染症の現状等について（健康政策部）

（２）各部の対応について（各部長）

（３）知事からの指示事項（知事）

（４）県民の皆様へのメッセージ（知事）







































令和２年２月２８日

第２回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

１ 新型コロナウイルス感染症の現状等について（健康政策部）

２ 各部局の対応について（令和２年２月２８日 １２時現在）

危機管理部

【対策の状況】

１月２７日 ・各消防本部に消防庁からの通知を周知（以降、1/29、2/3、2/5、2/13、2/17、

2/21、2/26、2/27 にも実施）

１月２８日 ・湖北省に滞在する本県関係者について、各部局から情報収集

２月 ６日 ・「第１回新型コロナウイルス感染症連絡員会議」を開催し、各部局に現状

の情報を提供するとともに、対策本部の設置予定などについて周知

２月１３日 ・「第１回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催

２月１８日 ・各消防本部に「新型コロナウイルス感染症への対応における保健所等と消

防本部の連携について」の通知を発出（健康対策課と消防政策課の連名）

・各消防本部に厚生労働省の感染防護策に関する通知について情報提供

２月２１日 ・県主催イベントの開催判断について、各部局に周知（以降、2/25、2/27 に

も実施）

２月２５日 ・政府の基本方針を各部局に周知

２月２６日 ・各市町村の防災対策課に政府の基本方針などを周知（以降、2/27 に実施）

２月２７日 ・「第２回新型コロナウイルス感染症連絡員会議」を開催し、献杯・返杯の

自粛や県主催イベントの開催判断などを周知

２月２８日 ・「第２回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議」の開催（県議会

散会後）

【今後の対応】

・感染拡大の状況に応じて、第３回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催

健康政策部

【対策の状況】

１月 ９日 ・武漢市での原因不明肺炎の発生について医療機関へ通知

１月２４日 ・観光振興部及び中山間振興・交通部へ武漢市からの帰国・入国者への注意

喚起を依頼

１月２８日 ・肺炎患者発生時に係る協力について住宅宿泊事業者へ通知

１月２９日 ・感染症担当者会において対応について出先機関へ説明

企画会議において庁内各課への説明と情報共有の依頼

１月３１日 ・肺炎患者発生時に係る協力について旅館生活衛生同業組合及び非組合員

の旅館業へ通知

２月 ３日 ・新型コロナウイルス感染症発生への対応について水道事業者へ通知

２月 ４日 ・「新型コロナウイルス相談センター」を設置



・新型コロナウイルス感染症への対応について、県医師会と連名で医療機

関へ通知

２月 ６日 ・新型コロナウイルス感染症に関する啓発チラシを高知県及び高知市医師

会並びに高知市保健所と共同で作成し、医療機関及び市町村へ通知

２月１０日 ・県内医薬品卸売販売業者(４社)、医療機器販売業者(３社)に対し、マス

ク・消毒薬の在庫状況報(毎日)を依頼(2 月 12 日時点の在庫分から開始)

２月１４日 ・「医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について」医療

機関（高知市を除く）及び各関係団体に通知

・新型コロナウイルス感染症への対応について住宅宿泊事業者、旅館生活衛

生同業組合へ通知及び非組合員の旅館業へ通知

２月１７日 ・高知県感染症対策協議会を開催し、県内での患者発生時の対応等を協議

・マスクの適正購入に関する周知について水道事業者へ通知

２月１７日 ・新型コロナウイルス感染症予防の対応について水道事業者へ通知

・新型コロナウイルス感染症の患者搬送等への対応における消防本部と保

健所との連携について、消防政策課と連名で各保健所及び各消防本部へ

通知

２月１９日 ・2/17 付厚労省通知『新型コロナウイルス感染症についての相談・受信の

目安』を踏まえた対応について、水道事業者へ通知

２月２０日 ・2/18 付厚労省通知『新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の

目安』を踏まえた対応について、市町村、医師国保組合及び国保連合会へ

周知

・2/17 付で厚生労働省から検査要件の拡大と一般の方の相談の目安等が示

された事を受け、その対応について県医師会と連名で医療機関へ通知

２月２１日 ・新型コロナウイルス感染症の予防対策について、各生活衛生同業組合への

周知を（公財）高知県生活衛生営業指導センターへ依頼

・新型コロナウイルス感染症の予防対策について、飲食業関係の各施設への

周知を（一社）高知県食品衛生協会へ依頼

・2/14 付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の

臨時的な取扱いについて」を市町村、医師国保組合、高知県後期高齢者医

療広域連合、県立病院課及び国保連合会へ周知

２月２５日 ・2/21 付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイ

ベント開催の取扱い等について」を市町村、医師国保組合及び国保連合会

へ周知

２月２６日 ・2/21 付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイ

ベント開催の取扱いについて」を受け、その対応について県医師会、県歯

科医師会、県薬剤師会等薬事関係団体及び水道事業者へ通知

２月２７日 ・2/25 付厚生労働省通知「新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺

体の火葬等の取扱い」について、県内火葬場設置者へ通知

・「新型コロナウイルスＱ＆Ａ（R2.2.22 版）」（内閣広報室作成チラシ）を

各住宅宿泊事業者及び（公財）高知県生活衛生営業指導センターへ周知

・新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた動物取扱責任者研修の取扱



いについて、高知市保健所及び福祉保健所へ通知

・「献杯・返杯自粛のお願い（新型コロナウイルス感染症に関しての県民の

皆様へのお願い）」について、プレスリリース。

飲食業関係の各生活衛生同業組合（喫茶飲食・中華・社交飲食業）をはじ

め、部内関係機関へ周知

２月２８日 ・2/26 付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生に

伴う特定健康診査・特定保健指導等における対応について」を市町村、医

師国保組合及び国保連合会へ周知

・2/26 付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に対する医療保険関

係事業者の対応について」を市町村、医師国保組合及び国保連合会へ周知

・「新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント等の開催判断等につい

て（情報提供）」を市町村、医師国保組合、国保連合会及び高知県後期高

齢者医療広域連合へ周知

【今後の対応】

・必要に応じて関係機関等への情報提供を行う。

総務部

【対策の状況】

・健康政策部と連携し、県ホームページの注目情報に掲載

１月２７日 「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎

の発生について」

２月 ４日 「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口の設置について」

・健康政策部と連携し、県政記者クラブに投げ込み

２月 ３日 「新型コロナウイルス相談センターの設置について」

・県ホームページに新型コロナウイルス感染症ポータルサイトを作成

２月２５日 注目情報に掲載分及び各部局の情報をとりまとめて掲載

２月２７日 イベントの中止等の情報を追加掲載

・市町村等に対し、総務省からの通知を周知（1/31,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/12,2/14,

2/17,2/18,2/19,2/21,2/25,2/26,2/28）

・経常的に活動している統計調査員（65 名）に対し、総務省統計局から送られてきた「新

型コロナウィルスＱ＆Ａ」（厚生労働省通知）、県 HP「新型ウィルス感染症にかかる相

談窓口について」の周知。（2/27,2/28）

・職員への通知（予定）

２月２８日 「新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大防止に係る休暇の取扱

い及び早出遅出勤務の利用等について」

ＰＣＲ検査(R2.2.27 現在) 検査人数

９人

検体数

１３件

相談センターへの相談件数 2/4(火)～2/27(木)

６９５件



・【参考】全国知事会において、２月 25 日に全都道府県参加のもと「新型コロナウイルス

緊急対策本部」を設置。同日、第１回本部会議を開催し緊急声明を発表。

【今後の対応】

・健康政策部等と連携し、県の広報媒体（ＨＰ、テレビ、ラジオ、ＳＮＳ）で随時情報の

発信

・市町村等に対し、総務省からの通知等の随時周知

地域福祉部

【対策の状況】

・令和２年１月 31 日以降、厚生労働省等からの通知を受け、その都度、当部の所管する

社会福祉施設等、市町村、県社会福祉協議会、子育てサークル、子ども食堂に対し、新

型コロナウイルスに関する最新の情報提供に加え、新型コロナウイルス感染症が発生

した場合の対応、感染防止のための留意点等について依頼及び周知（1/31、2/3、2/5、

2/17、2/18、2/19、2/20、2/25、2/27、2/28）

・高齢者福祉課、障害福祉課のホームページに新型コロナウイルスへの対応等、これまで

の厚生労働省の通知文等を掲載

・地域福祉部における会議・研修等の開催方針を決定し、部内へ周知

（どうしても今開催する必要のないものは基本的に中止又は延期（３月末まで））

（開催する場合は、開催の必要性について整理）

【今後の対応】

・引き続き、厚生労働省等からの情報収集を行うとともに、新型コロナウイルスへの適切

な対応等について随時関係機関へ依頼及び周知

・特別支援学校に在籍する障害のある幼児児童生徒の臨時休業期間中の受け入れ等につ

いて、教育委員会と調整中

文化生活スポーツ部

【対策の状況】

（１）所管施設の対応（文化施設、人権啓発センターなど）

・入口、トイレ等にアルコール消毒液の設置

併せて、アルコール消毒について中国語などの外国語での掲示、チラシ配布

・咳などの症状がある方へのマスク着用について掲示

・1月 24 日及び 28 日に、文化施設の指定管理者及び各市町村に対して、文化庁から

の注意喚起メールを情報提供

・2月 26 日に、文化施設の指定管理者に対して、文化庁通知（文化イベント開催に

関する考え方について）を情報提供



（２）安徽省への支援

・1月 29 日及び 31 日 安徽省外事弁公室から、マスクと防護服、ゴーグルの支援依

頼あり

→ マスク（300 枚程度）を県内企業から購入し、高知県・安徽省友好交流委員会

（事務局：高知県国際交流協会）と高知県の連名で 2／13(木)に発送

（３）高知龍馬マラソン 2020

・２月 ３日 公式ホームページに注意事項（当該感染症に係る情報提供、咳エチケ

ットや手洗い等の感染予防の周知）を掲載

・２月 10日 参加者全員に注意事項の内容をメールでお知らせ

・２月 12日 高知龍馬マラソン実行委員会総会（会長：濵田知事）で状況報告

・２月 16日 マラソン開催

（実出走者：フルマラソン 11,816 人、ファンラン 257 人）

※ 大会業務従事者の当日用マスクは手配済

※ 海外からのエントリー者については、新型コロナウイルスに関連し、大会参加

への慎重な対応を求めるよう連絡済（欠席された方は、来年大会への無料参加を

保証することを提示）

（４）行事の中止等

・ 開催中止

3月 7～8日 「第６回全国漫画家大会議 in まんが王国・土佐」（オーテピアほか）

3月 8日 くろしおキッズ修了式（青少年センター）

3月 16日 四国はひとつ消費者市民社会創造フォーラム in 高知

（サンピアセリーズ）

（５）その他

・2/17～19 に韓国（全羅南道）の訪問を予定していたが、新型コロナウィルスの関係で

先方より訪問の時期の再調整について依頼があり、今回は訪問を見送り。

【今後の対応】

（１）所管施設の対応

・引き続き、アルコール消毒液の設置や咳エチケット等の周知を図る。

（※アルコール消毒液について、在庫を切らした場合の対応を要検討）

（２）安徽省への支援

・マスクの追加支援として、1,000 枚（10 枚入×100 箱）を調達予定



産業振興推進部

【対策の状況】

１月２９日 湖北省に滞在する本県関係者について、高知県貿易協会会員企業 78社に

対して照会した結果、滞在者に関する情報がない旨を確認

２月 ６日 「新型コロナウイルス感染症連絡員会議」の概要について、部内各課及び

地域本部に情報提供

２月１３日 産学官民連携センター（ココプラ）交流スペースの入口にアルコール消毒

液を設置するとともに、注意喚起文を掲示

２月１４日 2020 年 3 月 31 日～4月 3日に開催予定のシンガポール食品見本市「ＦＨ

Ａ」の事務局より、「開催延期」の連絡あり（時期未定）。高知県ブースに

出展予定であった県内事業者５社に対し、シンガポールへの渡航キャンセ

ルを依頼

２月１８日 豪州食品商社と連携し、2020 年 3 月 21 日 22 日にパース市内小売店にお

いて高知県産品のプロモーション活動を行う予定であったが、当該商社よ

り「2020 年 7 月まで日本からの渡航者受入を中止」する旨の会社方針を伝

えられ、中止を決定。渡航予定であった県内事業者１社に対し、豪州への

渡航キャンセルを依頼

２月２５日 ・輸出産業に関わる関係課で構成する「輸出案件等情報共有会議」を臨時

に開催し、新型コロナウイルスによる県内産業への影響について情報共

有を実施（参加課：地産地消・外商課、国際観光課、工業振興課、農産

物マーケティング戦略課、木材産業振興課、水産流通課）

・2020 年 5 月 17 日に「北京なだ万」において開催予定であった「高知県

産品賞味会」について開催延期を決定

２月２７日 ・産学官民連携センター（ココプラ）ホームページに、イベント等の開催

予定と参加者への感染拡大防止への協力のお願いについて掲載

・起業支援のプログラム（第 6期 KSP ステップアッププログラム第 5回）

を 3月 1日に産学官民連携センターで実施する予定であったが、オンラ

イン実施に変更することを決定

・3月 2日実施予定の起業個別相談（KSP オフィスアワー）をオンライン

実施に変更することを決定

・2020 年 3月 16 日に開催予定の｢地産外商情報共有会議｣を延期すること

を決定（時期未定）

・3月 18 日-19 日に開催予定の｢食品関連事業説明会｣を中止することを

決定

・(一社)高知県移住促進・人材確保センターが県内５市町村等と連携し、

2/29(土)に東京（永田町）で移住相談会「継業＆地域 MEETING!!」を開

催予定であったが、中止を決定

【今後の対応】

・県内の食品事業者や高知県貿易協会会員に対し、感染拡大と中国経済の停滞に伴う輸出

入への影響等の情報を引き続き収集する。



中山間振興・交通部

【対策の状況】

１月２７日 公共交通関係団体等（高知県バス協会、高知県ハイヤー・タクシー協議会、

鉄道各社、高知龍馬空港就航会社各社）に対し、注意喚起文書を送付し、

関係者への周知等を依頼

２月２６日 ２月２９日（土）、３月１日（日）開催予定の「集落活動センター特産品

販売会」の延期を決定

２月２９日 バス営業所見学ツアー（参加予定６名） 感染拡大防止策を講じたうえで

開催

（参加者の体調確認、マスクの着用、手指のアルコール消毒、室内の換気

等）

【今後の対応】

・国や関係団体と連携を密にしながら情報収集を行い、状況の変化に応じた対応を行う

商工労働部

【対策の状況】

１．高等技術学校の対応

・休校等については、厚生労働省において、職業能力開発校における休校等に対する方

針を検討中であり、その方針を受けて対応を検討

・修了式については、感染防止の措置を講じた上で、必要最小限度の人数で実施予定

２．事業者等に対する対応

１月３１日 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置（国）と関係団体への

周知

２月１７～２１日 県内企業・団体に影響調査を実施

（６７１事業所を調査し、最近１ヶ月及びその後２ヶ月の売上げが前年

同期比 20％以上減少が３６事業所）

２月２１日 国へセーフティネット保証４号の指定要請 ⇒ 3/2 に指定見込み

２月２７日 ①中小企業者の事業資金等に関する相談窓口を経営支援課内に設置

②事業活動に影響が生じた方が県の制度融資を利用できるよう「経済変

動対策融資」の要件緩和。（新型コロナウイルス感染症に起因して、最

近 1ヶ月間の売上高等が前年同期に比して３％減少）

２月２７日 「献杯・返杯の自粛」について周知

（参考）

（１）国から経済団体への要請等

２月２１日 厚生労働大臣より、経済４団体（日本経済団体連合会、日本商工会議所、

全国商工会連合会、全国中央会）に要請

・労働者が発熱等の風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備

・労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備



・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進

２月２６日 厚生労働大臣より、経済４団体に追加の協力要請

・学校が学級閉鎖になった際に、保護者が休みやすいように配慮すること

・感染拡大防止の観点から、イベント開催の必要性を改めて検討

⇒ 上記の経済団体や高知労働局から県内の関係団体に要請内容を周知

↓↓

（２）上記（１）を踏まえた県内団体の対応

■高知商工会議所

・FAX により 416 社に周知

■高知県商工会連合会

・連合会から各商工会へ伝達し、各商工会から事業者に周知中

■高知県中小企業団体中央会

・メルマガ等を通じて会員組合に周知予定

※上記３団体ともホームページには厚生労働省からの要請文を掲載済

３．外国人生活相談センターにおける対応

２月 ３日 ホームページにおいて、新型コロナウィルスについての留意点を掲載。

また、相談があった場合は、外国人旅行者向けコールサイト（JNTO)を紹介

するように対応。

４．所管施設の対応（県立地域職業訓練センター、産業振興センター）

・アルコール消毒液の設置及び咳エチケット等の徹底

５．イベントの対応

（１）中止

・第２回かみわざひとづくり事業講演会(2/28 実施を中止）※紙産業技術センター

・高知市帯屋町における伝統産業販売(3/27 実施を中止）

※ ３月に県が開催するイベント等においては、「参加者への手洗いの推奨」、「アルコー

ル消毒液の設置」、「風邪のような症状がある方には参加しないよう依頼」を徹底

【今後の対応】

・高等技術学校の対応（再掲）

・休校等については、厚生労働省において、職業能力開発校における休校等に対する方

針を検討中であり、その方針を受けて対応を検討。

・修了式については、感染防止の措置を講じた上で、必要最小限度の人数で実施予定

・必要に応じて関係機関等への情報提供を実施

・事業者の資金ニーズに応じた融資をはじめ事業者への支援の徹底



観光振興部

【対策の状況】

１．各関係機関への要請等

1月 22 日 観光庁からのコロナウイルスの発生に係る注意喚起について、高知県内の

旅行業登録業者に周知をする。

1月 27 日 健康対策課作成の、新型コロナウイルスに対する注意喚起文書を関係機関

に送付（旅館ホテル生活衛生同業組合、県内観光協会）

※1月 29日に上記の注意喚起の中国語、英語 Ver を追加送付

2月 3日 各関係機関に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響等があれば、随時

情報提供してもらうよう要請するなど、連絡体制を整備（旅館ホテル生活衛

生同業組合、県内観光協会、市町村観光所管課 ）

2月 5日 上記の関係機関と県各部主管課に対し、日本政府観光局（JNTO）が開設した

外国人旅行者向けコールセンターの情報提供と、観光施設での関係チラシ

の掲示を要請

県内旅行業者に対して

2月 13 日 新型コロナウイルスに関する外務省からのスポット情報について周知（観

光庁からの要請依頼）

2月 14日 新型コロナウイルス感染症対策について周知（観光庁からの要請依頼）

2月 25 日 「新型コロナウイルス感染症拡大防止に資するテレワーク等の活用につい

て」他３つの通知について周知（観光庁からの要請依頼）

2 月 27 日 「新型コロナウィルスに関する外務省感染症危険情報の発出について

（イラン全土）」他、４つの通知について周知（観光庁からの要請依頼）

市町村観光所管課に対して

2月 18 日 高知県 HP（新着情報）に掲載の「中華人民共和国湖北省武漢市における新

型コロナウイルス関連肺炎の発生について」の情報を共有するとともに、基

本的な感染症対策や電話相談窓口等の情報について、各市町村の観光施設

やイベントの主催者等に対しても周知いただくよう要請

2月 26 日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」について周知するとともに、

県 HP のトップページにアップしている「新型コロナウイルス感染症に関す

る情報」を提供し、関係機関への周知を要請

2月 27 日 「献杯・返杯の自粛について」（県からの要請）を情報提供し、関係機関へ

の周知を要請

2月 28 日 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う観光施設の対応状況（臨時休館等の

情報）の情報提供を要請



県内観光協会・旅館ホテル生活衛生同業組合に対して

2月 26日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」について周知するとともに、

県 HPのトップページにアップしている「新型コロナウイルス感染症に関す

る情報」を提供し、関係機関への周知を要請

2月 27日 「献杯・返杯の自粛について」（県からの要請）を情報提供し、関係機関へ

の周知を要請

２．ホームページによる周知

・観光政策課 HP、自然体験キャンペーン特設サイト、よさこいネット（観光コン

ベンション協会）、VISIT KOCHI JAPAN（観光コンベンション協会）にて、新型コ

ロナウィルスに関するお知らせ情報を掲載（1月 27 日～）

３．観光振興部所管施設等の対応状況

・こうち旅広場：消毒液を入口に設置し、JNTO コールセンターに関するチラシを

掲示

・ＭＹ遊バス：消毒液を乗車口に設置し、JNTO コールセンターに関するチラシを

掲示

・足摺海洋館：消毒液を入口に設置し、JNTO コールセンターに関するチラシを掲

示

【今後の対応】

・今後とも、コロナウィルス関連の情報を各機関に情報提供するとともに、情報収集し、

現状の把握に努める。

農業振興部

【対策の状況】

・県有施設(農業大学校、農業担い手育成センター)に対し、感染症対策に関する注意喚起

・２月 25日までに中止等を決定したイベント・会合

２月 28 日：次世代施設園芸拠点情報交換会(第２回)【中止】

２月 29 日～３月１日：第１回カレー博 in 高知けいば 2020【中止】

３月１日：就農ミーティング（移住×農業）【中止】

３月４日：農福連携サミット【中止】

３月５日：「土佐の料理伝承人」による郷土料理伝承講習会【中止】

３月６日：令和元年度農林水産物直販所運営管理者及び安心係等発展講習会【中止】

３月７日：土佐茶セミナー【中止】

３月７日：土佐文旦と高知野菜果物マルシェ【中止】

３月８日：第 11 回土佐・ぶんたん祭【中止】

３月８日：元気な志国の畜産＆競馬まつり 2020【中止】

３月 13 日：高知うまいもの提案会 2020【中止】

・２月 26日以降、中止等を決定したイベント・会合

２月 26 日：令和元年度高知県立農業大学校卒業式【規模を縮小して開催】

２月 27 日～３月１日：こうちアグリ体験合宿【中止】

２月 27 日から当面の間：高知競馬場及び高知競馬専用場外発売所（パルス高知・宿

毛・藍住）における高知競馬及び他場競馬発売【中止】



２月 28 日～３月１日：ハッピーママフェスタ 2020【中止】

２月 29 日～３月１日：IoP プロジェクト国際シンポジウム【中止】

３月１日から当面の間：高知競馬【無観客で開催】

３月４日：ミョウガ現地検討会【中止】

３月６日：高知県ゆず交流会【延期】

３月７日：いかなご祭りでの高知フェア【中止】

３月 10 日：令和元年度園芸品販路開拓･拡大強化事業報告会【中止】

３月 14 日：農業大学校オープンキャンパス【中止】

３月 15 日：2020 こうちトマトサミット＆マルシェ商談会【中止】

３月 17 日：次世代施設園芸シンポジウム【中止】

【今後の対応】

・会議、イベント等の開催の可否を判断のうえ、開催する場合には、感染症予防対策を徹

底する

林業振興・環境部

【対策の状況】

１月 22、30 日 市町村及び（一社）高知県産業廃棄物協会に対し、環境省からの通知文

書を周知

１月 27 日、２月 12 日 中国との貿易企業（５社）への渡航情報の聞き取り（なし）

２月５日 ２月 17日開催予定の「ＣＬＴセミナー」の中止を決定（50 人規模）

２月５、12 日 県所管施設に注意喚起を実施

牧野植物園では、外国人向けコールセンターのチラシを掲示するととも

に、入口２箇所の目立つ位置に手指消毒用の消毒液を設置

月見山こどもの森では、外国人向けコールセンターのチラシを掲示する

とともに、月見山ハウス内に消毒液を設置

２月 14 日 環境対策課ホームページにおいて、「廃棄物処理における新型コロナウイ

ルス対策について（環境省通知）」を掲載

２月 20 日 輸出等への影響について県内事業体への聞き取り実施（林業・木材産業へ

の影響なし）

２月 21 日 牧野植物園では、手指消毒用の消毒液を追加設置（トイレ、各建物等）

２月 25 日 ３月１日開催予定の「深海のふしぎな生きものと海洋プラスチック汚染」

の中止を決定（100 人規模）

２月 25～28 日 ３月７～19日に開催予定の「協働の森交流イベント（３団体）」の中止を

決定（130 人規模）

２月 26 日 ３月８日開催予定の「バスでめぐるやまもりツアー2020」の中止を決定

（100 人規模）

２月 27 日 当部における新型コロナウイルス感染症対策を策定

「献杯・返杯の自粛のお願い」を部関連団体に周知（15 団体）

３月７～14日に開催予定の「牧野植物園におけるイベント（５種類）」の

中止を決定（240 人規模）



２月 28 日 当部の対応方針を関連団体への周知及び、当部発注工事における新型コ

ロナウイルス感染症の罹患に伴う対応についての通知を発送

【今後の対応】

・県有施設及び県所管施設においては、引き続き感染症対策を徹底

水産振興部

【対策の状況】

・2/27 新型コロナウイルス感染症連絡員会議の内容を漁協及び漁協系統団体に周知

・イベント、会議等の中止等の状況

（2月 28日 高知県漁協が 3月 5日開催予定の「営漁指導員研修会」の延期を決定）

【今後の対応】

・情報収集に努め、必要に応じて会議等での感染症予防対策の徹底及び関係機関への周知

・新型コロナウイルス発生に伴う水産物輸出の影響等について情報収集を行う

土木部

【対策の状況】

１ 港湾

（１）港湾施設での対応、関係者との情報交換等

・新型コロナウイルス対応を想定した高知新港岸壁受入フロー（案）を作成

・対応機器（サーモグラフィ等）納品済み

・国通知に基づき、重要港湾で啓発ポスターの掲示など

・クルーズ船入港に関係する機関との情報共有

２月７日 「新型コロナウイルスに係る説明会」（高知港保安委員会）

２月１０日 CIQ・岸壁受入関係者との情報交換

（２）クルーズ船寄港の状況

・3/27(金)に寄港予定であったダイヤモンド・プリンセスはキャンセル

・中国回避による緊急寄港問合せ数：８回→８回とも寄港しないとの連絡あり

・令和２年度予約（確定４５回→３３回）

２ その他の施設

（１）公園・下水道

・国通知に基づき、来訪者に対する注意喚起や不測の事態の場合の報告について、高

須浄化センターや公園指定管理者に周知を行い、啓発ポスターの掲示を行うとと

もに市町村にも周知

（２）道路

・国通知に基づき、道の駅を訪れる訪日外国人旅行者に対して、日本政府観光局（JNTO）

が新型コロナウイルスに関するコールセンターを設置の旨の案内チラシ（英語、中



国語、韓国語表記）の掲示・配布を県内の「道の駅」２４箇所に依頼

（３）河川

・国通知に基づき、ダムに従事する職員が感染し、ダム管理に支障が生じないよう

感染対策の徹底等を指示

（４）海岸

・国通知に基づき、訪日外国人旅行者に対して、日本政府観光局（JNTO）が新型コロ

ナウイルスに関するコールセンターを設置の旨の案内チラシ（英語、中国語、韓国

語表記）を海岸緑地公園など１３箇所に掲示済

（５）県営住宅

・国通知に基づき、県営住宅の掲示板に感染症予防のポスターを掲示するよう、住宅

供給公社に指示。

・国通知に基づき、所管するサービス付き高齢者向け住宅登録事業者に対して、新型

コロナウイルス感染症対策を周知。

（６）建設業における対応

・国通知に基づき、建設業界に対して、感染拡大防止に向けた対応を周知。各部局及

び市町村にも通知。出先事務所に指示。

【今後の対応】

１ 全般

（１）最新の情報収集・国等関係機関との連携

会計管理部

【対策の状況】

１月２９日 「企画会議」での伝達内容を局内情報共有するとともに職員に注意喚起を

行った。

２月２８日 幡多事務所管内の会計担当職員を対象とした「会計年度任用職員システ

ム操作説明会（参加者数 32 名・事務局２名）」の開催にあたって、消毒液

の設置・参加者等のマスク着用・体調不良の職員の出席自粛の対応と注意

喚起を行った。

【今後の対応】

・関連情報について、適宜、局内情報共有と職員への注意喚起を行う



公営企業部

【対策の状況】

１月２４日 厚生労働省及び国立感染症研究所ホームページ、健康政策部から情報収

集するとともに、両県立病院に対応の徹底を指示

両県立病院において、対応マニュアル、準備物品、患者動線等を確認し、

職員に周知する等、院内感染対策を実施するとともに、患者の受入体制を

整備

１月２９日 両県立病院に対応手順やマニュアル等を再度確認するよう指示

２月１８日 厚生労働省による検査の対象者や留意点の通知（2/17 付け）により、相

談・受診の目安が変更となったことに伴い、両県立病院に対して院内感染

対策や患者の受入体制等を再確認

２月２５日 政府による新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等を受けて、両県

立病院において、院内感染対策や患者の受入体制等を再徹底及び一部見

直し

幡多けんみん病院において、３月１日開催予定の「第 54 回幡多ふれあい

医療公開講座」の中止を決定

２月２８日 政府からの小中学校等の臨時休業の要請を受け、県立病院の医療提供体

制を検討

【今後の対応】

・福祉保健所等関係機関と連携しながら、両県立病院において院内感染対策を継続すると

ともに、疑い患者の来院及び受入の際には、各病院の定めるマニュアルに沿って対応す

るよう徹底

教育部

【対策の状況】

・ 令和２年１月 23 日以降、文部科学省等からの通知を受け、その都度、県立学校長及

び市町村（学校組合）教育長、市町村保育所・幼稚園・認定こども園主管課および私立

幼稚園・認定こども園、各市町村放課後児童クラブ・放課後子ども教室推進事業所管課

等に対し、新型コロナウイルスに関する最新の情報提供に加え、中国から帰国した児童

生徒等への対応、新型コロナウイルスに関連した感染症対策、新型コロナウイルス感染

症が発生した場合の対応等について依頼・周知（1/23、1/24、1/27、1/29、1/30、2/4、

2/5、2/6、2/12、2/14、2/18、2/19、2/20、2/25、2/26、2/27）

・ ２月 20 日 各市町村（学校組合）教育委員会等に対し、高知県健康政策部健康対策

課ホームページに開設された「新型コロナウイルス感染症にかかる相談

窓口について」を周知

・ ２月 25日 発熱等の風邪の症状がみられる場合には無理をせず自宅で休養するよう

指導するなどの新型コロナウイルスへの未然防止対応に加え、卒業式・

入学式等の儀式的行事や入学者選抜における留意事項等について、県立



学校長及び市町村（学校組合）教育長等関係機関に依頼・周知

・ ２月 28 日 ２月 27 日に開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部におけ

る小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の全国一斉の臨時休業の要

請及び２月 28 日付け文部科学省事務次官通知「新型コロナウイルス感

染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ

る一斉臨時休業について」を受け、次のとおり依頼・周知

◇３月４日からの一斉臨時休業について、各県立学校長に対し通知す

るとともに、各市町村（学校組合）教育長に対し依頼

◇学校の臨時休業に関連しての放課後児童クラブ等の対応について、

各市町村放課後児童クラブ・放課後子ども教室推進事業所管課長に対

し依頼

◇学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について、各市町村保

育主管課長等に対し周知

◇令和２年度高知県公立高等学校入学者選抜の実施について、県立高

等学校長及び市町村（学校組合）教育長に対し周知

◇社会教育施設において行われるイベント・講座等の開催に関する考

え方について、各市町村（学校組合）教育長等に周知

【今後の対応】

引き続き、文部科学省等からの情報収集を行うとともに、新型コロナウイルスへの適切

な対応等について随時関係機関へ依頼・周知

県教育委員会所管の社会教育施設については、以下の対応とする。

・青少年教育施設（青少年センター（分館の芸西天文学習館含む）、幡多青少年の家、香北青少年

の家、高知青少年の家、青少年体育館、塩見記念青少年プラザの６施設）

→ 青少年が主な利用者であるため休館（宿泊利用者など順次退所を促す。）

・オーテピア高知図書館

→ 老若何女問わず不特定多数が来館することから、休館の方向とし、その範囲に

ついて検討する。（すでに予約済みの本の受取りなど）。

高知市立施設である高知みらい科学館や高知声と点字の図書館も同様。

・埋蔵文化財センター

→年齢を問わず不特定多数が来館することから、休館の方向とする。

また、市町村立の社会教育施設についても県と同様の措置を講じるよう依頼する。

休館の期間については３月４日から 15日とし、状況によって延長を検討する。



公安部

【対策の状況】

１月３１日 県警本部災害対策課に災害対策課長を長とする「新型コロナウイルス情

報連絡室」を設置し、各署に対し、日常勤務を通じた関係情報を入手した

際の速報を指示

１月３１日 健康管理を担当している厚生課から、職員に対し事務連絡を発出し、手洗

いやうがい、予防マスクの着用等について注意喚起

２月１７日 県下 12警察署に手指消毒剤及び詰め替え用ボトルを配布
２月２７日 ３月８日開催予定の安芸警察署及び須崎警察署における就職説明会を中

止

【今後の対応】

・引き続き、関係情報の収集に努めるとともに、県をはじめとする関係機関との連携を図

っていく方針である。


