
  

 

新型コロナウイルス感染症について 

（令和 2年度第 1回 印西市総合教育会議 R3.6.18） 

 

１. 新型コロナウイルス感染症対策経過のまとめ 

２. 緊急事態解除宣言後の状況と「新しい生活様式」 

３. 医療体制（蔓延予防のための PCR検査） 

４. その他 

・現行実施の子ども対象の予防接種 

 

 

 

 

資料３ 



１.新型コロナウイルス感染症対応経過のまとめ 

 

年 月 日 項 目 （ 実 施 内 容 及 び 会 議 名 等 ） 特 記 事 項 等 

2.1.31 公共施設等におけるアルコール手指消毒液

の設置状況調査実施 

 

R2.2.3 第 1回新型コロナウイルス対策会議 ◆これまでの経過及び市の取組について 

 千葉県電話相談窓口開設 1/30 

 【市】市町村担当者会議 1/27 

    市ホームページ注意喚起 1/28 

    Twitter注意喚起委 1/30 

    広報いんざい掲載 2/15 

R2.2.10 第 2回新型コロナウイルス対策会議 ◆現状及び県の会議報告などについて 

 帰国者・接触者相談センター設置 2/7 

R2.2.25 第 1回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆イベントへの対応方針決定 

 原則中止又は延期 

R2.2.28 第 2回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆臨時休校について保護者へ通知 

（休校期間 3/2～3/24） 

◆公民館・児童館・子育て支援施設等の休

止を公表（休止期間 2/29～3/15） 

R2.3.4 臨時休校中の児童受入れ開始を通知 ◆受入期間 3/6～3/23 

R2.3.13 第 3回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆公民館・児童館・子育て支援施設等の休

止期間の延長（3/31まで） 

R2.3.18 第 4回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆市内在住者感染報告(1例目) 

R2.3.23 第 5回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆現状と公共施設の休止についての報告 

R2.3.26 第 6回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆公共施設の休止について 

屋外施設のみ開放し、その他は「当面の

間休止」とすることで合意 

R2.3.31 

時点での 

状況 

 

 

 

 

◆児童館・子育て支援施設 

 令和 2年 2月 29日(土)から令和 2年 3月 31日(火)まで休館 

◆保育園（私立を含む）・学童保育クラブ（民間を含む） 

 通常通り開園（所） 

◆保健センター（４施設） 

 通常通り開所 

◆健康づくりセンター・ヘルスアップ教室 

 令和 2年 2月 29日(土)から令和 2年 3月 31日(火)まで休館 

◆小・中学校 

 令和 2年 3月 2日(月)から令和 2年 3月 24日(火)まで休校 

 ※令和 2年 3月 25日から令和 2年 3月 31日までは学年末休業 

 ※令和 2年 4月 1日から令和 2年 4月 4日までは学年始め休業 

  始業式は令和 2年 4月 6日(月)の予定 

◆教育センター適応指導教室「緑のまきば」 

 令和 2年 3月 2日(月)から令和 2年 3月 24日(火)まで休止 

◆公民館、地域交流館、図書館、資料館等 

 令和 2年 2月 29日(土)から令和 2年 3月 31日(火)まで休館 

R2.4.2 第 7回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆市内在住者感染報告(2例目) 

 市のホームページに掲載 

R2.4.6 第 8回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆市立小中学校等の今後の対応について 



R2.4.7 19：00 政府より緊急事態宣言発出（5/6まで） 

R2.4.8 

 

 

第 9回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆市立幼稚園 4/9～5/6まで休園 

 入園式(4/10)延期 

◆小(4/9)中(4/8)学校入学式延期 

◆臨時休園・休校中の園児・児童の受け入

れについて 

 当面の間実施（保護者が労働等により

日中家庭におらず、保育が困難な市立

幼稚園児、小学校 1～3年生及び特別支

援学級在籍児童） 

◆緊急事態宣言期間中の対応について 

 ＊市民に対し外出自粛の要請 

 ＊市の施設の休止(4/2 広報いんざい特

別号掲載の施設) 

 ＊保育園・学童保育は自宅での保育を

要請（但し、自宅での保育が困難な家

庭のみ保育を実施） 

 ＊病児・病後児保育の休止 

 ＊市主催の集会・イベントは規模にか

かわらず 5/6まで原則延期又は中止 

R2.4.13 第 10回新型コロナウイルス対策本部会議 

 

 

◆市内市立保育園保育士の感染について 

 あい・あい保育園(牧の原園)臨時休園 

 （4/13～26） 

◆市内保育園・学童クラブの休園・休所 

 保育園 (4/14～5/6) 

 学童クラブ（4/14～5/6） 

R2.4.23 第 11回新型コロナウイルス対策本部会議 ◆休止中施設の休止延長について 

 5/31まで延長 

◆一部出張所の休所について 

 船穂・小林・平賀・岩戸の各出張所 

 4/27～5/31まで 

◆小中臨時休校期間の延長について 

 （5/31まで） ※市立幼稚園含む 

臨時休校期間中の登校は中止 

◆臨時休園・休校中の園児・児童の受け入

れについて 

 保護者が労働等により日中家庭におら

ず、保育が困難な市立幼稚園児、小学校

1～3 年生及び特別支援学級在籍児童、

学童保育に通所している小学校 4～6年

生のうち一人で在宅が困難な児童 

R2.5.4  政府より緊急事態宣言 5/31まで延長決定 

（10日後(5/14)を目途に、感染者数の動向や医療提供体制の状況などを分析し、可能であれば 31日を

またずに解除） 

【市長指示事項】 

●市の業務継続のため、各部署において交代制や分散配置

など早急に準備を進め、できるところから実行する 

●国から示された生活支援臨時給付金や中小企業への様々

な支援策について、的確な情報提供や相談・受付業務につ

いてしっかり対応する 



R2.5.14  政府より緊急事態宣言 39県解除 

     北海道・東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・京都の８都府県は特定警戒を継続 

R2.5.22 

 
第１２回新型コロナウイルス対策本部会議 

 

◆市職員の勤務体制等について 

 交代制勤務：R2.5.31をもって終了 

 分散配置：感染拡大防止策を講じるこ

とができた部署から通常体制に戻す。 

◆市の公共施設等について 

＊緊急事態宣言解除→市立小中学校、教

育センター内「緑のまきば」の臨時休

校終了 

＊6/1再開施設→市立幼稚園、保育施設、

学童クラブ、屋外スポーツ施設、都市公

園の団体利用、木下交流の杜歴史資料

センター、印旛歴史民俗資料館、印旛医

科機器歴史資料館、図書館（予約本の貸

出のみ）、船穂・小林・平賀・岩戸の各

出張所 

＊6/9再開施設→図書館、公民館、中央駅

前地域交流館、コミュニティセンター、

市民活動支援センター 

＊利用条件等を十分周知したうえで再開

する施設→上記以外の施設（高齢者、児

童館などの福祉施設、屋内運動施設等 

◆イベントについて 

＊R2.2.25に決定した「イベントへの対応

方針は R2.5.31をもって終了。 

＊R2.6.1 以降は、新型コロナウイルス感

染症対策専門会議「新型コロナウイル

ス感染症対策の情報分析・提言」に基づ

き、イベントの開催可否を判断する。 

＊R2 年中は、参加者が 100 人以上または

収容人数に対して 50％以上の参加者が 

 見込まれる市主催のイバントは原則開

催しない。 

◆新しい生活様式の実践例周知について 

R2.5.25  政府より緊急事態宣言解除 （８都府県） 

R2.5.25  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「印西市新型コロナウイルス対策本

部」は廃止。印西市新型インフルエンザ等行動計画に基づき、任意の「新型コロナウ

イルス対策本部」を設置 

 

 

  



 

２. 緊急事態解除宣言後の状況と「新しい生活様式」 

 

第１２回印西市新型コロナウイルス対策本部会議 結果 

               日 時 令和２年５月２２日（金） 

                   １５：００ 

               場 所 印西市役所 市長応接室 

 

１.市職員の勤務体制等について 

 令和 2年 5月 31日までに緊急事態宣言が解除された場合の市職員の勤務体制等につ

いては、次のとおりとします。 

・交代勤務について 

 令和 2年 5月 31日をもって終了します。 

・分散配置勤務について 

 各部署の状況に応じて対応する。（感染拡大防止対策を講じることができた部署か

ら通常体制に戻す。） 

 

２．市の公共施設等について 

令和 2年 5月 31日までに緊急事態宣言が解除された場合の公共施設等の対応は次の

とおりとします。（すべて感染拡大防止のための条件を付しての再開となります。） 

 

◎第 1段階 6月 1日に再開する施設 

市立小中学校・教育センター内緑のまきば・公立幼稚園・保育施設・学童クラブ・屋

外スポーツ施設（別紙※1）・都市公園の団体利用、木下交流の杜歴史資料センター、印

旛歴史民俗資料館、印旛医科器械歴史資料館、図書館（予約本の貸し出しの

み）  

 

◎第 2段階 6月 16日に再開する施設（6月 1 

5日まで休止を延長します。） 

 屋内の施設の一部 

図書館、公民館、コミュニテイーセンター、中央駅前地域交流館（会議室部分のみ） 

 

◎第 3段階 7月 1日に再開する施設（6月 30日まで休止を延長します。） 

 第 1.2.4段階以外の施設（別紙※2）、船穂・小林・平賀・岩戸の各出張所 

 

参考 



◎第 4段階 9月 1日に再開する施設（8月 31日まで休止を延長します。） 

 健康づくりセンター 

３．イベントについて 

 令和 2 年 2 月 25 日に決定した『「新型コロナウイルス感染症」に係るイベントへ

の対応方針』については、令和 2年 6月 30日をもって廃止します。 

令和 2 年７月１日以降は、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナ

ウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和 2年 5月 14日）に基づき、イベント開

催の可否を判断します。 

 

４．その他 

・緊急事態宣言が解除されて後も再度感染が拡大しないように注意が必要であること

から、広報いんざい、市ホームページ等を通じて厚生労働省が示した『「新しい生活様

式」の実践例』を中心に感染症予防対策を周知してまいります。 

・予想される感染の第 2波に備え、引き続き準備を進めてまいります。 

 

 

※1 6 月 1 日に再開する屋外施設  

 対象施設   担当課    問い合わせ   

 松山下公園 （野球場、テニスコート、陸上競技

場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 高花公園 （野球場 、テニスコート）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 牧の原公園 （テニスコート）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 本埜スポーツプラザ（野球場、テニスコート、球技

場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 印旛中央公園 （野球場 、テニスコート、弓道場 、

多目的広場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  



 印旛西部公園 （野球場 、テニスコート、多目的広

場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 平賀学園台緑地 （テニスコート）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 萩原公園 （テニスコート）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 泉公園 （パークゴルフ場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 木下交流の杜公園 （多目的運動場、木下交流

の社コスモスフットサルパーク）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 東京電機大学平岡グラウンド（野球場 、多目的

球技場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 六軒河川敷 （野球場 ）   スポーツ振興課  

 0476-42-

8417  

 都市公園 （団体利用 ）   都市整備課  

 0476-33-

4663  

 

 

※2 7 月 1 日に再開する屋内施設  

 

対象施設    担当課   問い合わせ  

 児童館   子育て支援課  

 0476-33-

4640  

 子育て支援センター   子育て支援課  

 0476-33-

4640  

 公民館 （中央、小林、そうふけ、印旛、本埜 ）   中央公民館  

 0476-42-

2911  



 コミュニティセンター（サザンプラザ、フレンドリープラ

ザ、永治プラザ、船穂 ）  

 市民活動推進

課  

 0476-33-

4431  

 中央駅前地域交流館  

 中央駅前地域

交流館  

 0476-46-

5111  

 牧の原地域交流センター   社会福祉課  

 0476-33-

4513  

 市民活動支援センター  

 市民活動推進

課  

 0476-33-

4431  

 草深ふれあい市民センター   社会福祉課  

 0476-33-

4513  

 地域福祉センター   社会福祉課  

 0476-33-

4513  

 市立図書館 （小林 、そうふけ、印旛、本埜 ）   大森図書館  

 0476-42-

8686  

 松山下公園総合体育館   スポーツ振興課   0476-42-8417  

 健康づくりセンター   健康づくりセンター   0476-80-3900  

 老人福祉センター   高齢者福祉課   0476-33-4592  

 滝野シルバールーム   高齢者福祉課   0476-33-4592  

 

 

  



緊急事態解除宣言後の千葉県の対応 

・6／19 から感染防止の取り組みを徹底させることを前提に以下の①②③の協力要請の

解除を予定（※６／１７県部会議に諮る予定） 

① ライブハウス・キャバレー等：接待を伴う飲食店・性風俗店の施設使用停止要請 

② 県境をまたぐ外出の自粛要請 

③ イベント開催規模要件の緩和 ※国の示す留意事項を遵守する 

・～７／９  屋内：1,000人かつ定員の半分以下、屋外：1,000人以下 

・～７／３１ 屋内：5,000人かつ定員の半分以下、屋外：5,000人以下 

・８／１以降 屋内：定員の半分以下 

緊急事態解除宣言後の市の対応 

第 12回印西市新型コロナウイルス対策本部会議結果を参照 

但し、イベントについての制限は国や県の対応を考慮して、変更を予定している。 

 

  





３. 医療体制（蔓延予防のための PCR検査）PCR検査センターについて 

 

 



遅らせないで！

子どもの予防接種と

新型コロナウイルス対策が気になる
保護者の方へ

乳幼児健診

予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やかな成長のために

一番必要な時期に受けていただくよう、

市区町村からお知らせしています。

特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、

重い感染症になるリスクが高まります。

お子さまの健康が気になるときだからこそ、

予防接種と乳幼児健診は、

遅らせずに、予定どおり受けましょう。



 医療機関や健診会場では接種を行う時間や場所に配慮し、換気や消毒を行う
など、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に努めています。

 予防接種はできるだけ事前に予約しましょう。一般の受診患者と別の時間や
場所で受けられる医療機関もあります。

 受診の前には、体温を測定するなど、体調に問題がないことを確認してくだ
さい（※）。家に帰ったら、赤ちゃん、保護者とも、手洗いなどの感染対策を
しっかりしましょう。また、予防接種を受けた日もお風呂に入れます。

※体調が悪いときは、感染症を周りの人に感染させるおそれがあるので、予防接種や乳幼児
健診に行くことはやめましょう。元気になったら、あらためて予定を立ててください。

 予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められ
ています。

 特に、生後２か月から予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった
免疫が減っていくときに、赤ちゃんがかかりやすい感染症（百日せき、細菌
性髄膜炎など）から赤ちゃんを守るために、とても大切です。

 乳幼児健診は、子どもの健康状態を定期的に確認し、相談する大切な機会で
す。適切な時期にきちんと乳幼児健診を受け、育児で分からないことがあれ
ば、遠慮せずに医師、保健師、助産師などに相談しましょう。

 受けそびれてしまった場合は、できるだけ早く受けましょう。

 新型コロナウイルス感染症の流行後に、外出自粛要請などの影響で予防接種
を受けられなかった場合には、地域の事情に応じ、規定の接種期間を過ぎて
も接種できる場合があります。お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。まだ接種期間内
の方は、お早めに接種をおすませください。

なぜ、予防接種や乳幼児健診を遅らせない方がよいの？

予防接種や乳幼児健診に赤ちゃんを連れて行っても大丈夫？

新型コロナの流行で予防接種を受けそびれました。どうすればいい？

小さなお子さまがいらっしゃるみなさまに向けて、各分野の専門家からの
メッセージを掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10996.html

～もっと詳しく知りたい方へ～

予防接種スケジュール（国立感染症研究所）

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール
http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138

ご不明の点は、かかりつけ医や、お住まいの市区町村にご相談ください

※乳幼児健診については、感染の状況等を踏まえ実施方法等を変更している場合が
ありますので、お住まいの市区町村の母子保健窓口にお問い合わせください。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/component/content/article/
320-infectious-diseases/vaccine/2525-v-schedule.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10996.html
http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138
https://www.niid.go.jp/niid/ja/component/content/article/320-infectious-diseases/vaccine/2525-v-schedule.html

