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県民の皆様へ ～新型コロナウィルス感染症に関するお願い～ 

県内の新型コロナウィルス感染症に関する情報 

新型コロナウィルス感染症への対応について 

岡山県知事メッセージ 

また、不要不急の外出を控え、発熱等の風邪症状のある場

合は仕事を休むなど、感染拡大の防止にご協力をお願いし

ます。 

新型コロナウイルスの感染を疑う場合は、医療機関を受診

する前に、各保健所に設置している「帰国者・接触者相談

センターにご相談ください。このセンターは24時間で対応して

います。 

臨時休校、イベント中止などにより、学校生活、日常生活、

そして、経済活動に、さまざまな影響が及んでいます。 

県民の皆さまには、ご負担をおかけしておりますが、今が感

染拡大を抑える大変重要な時期です。県民の皆さまと力を

合わせ、この難局を乗り越えていきたいと思います。 

ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。  

（3月13日配信） 

 動画はこちら☛ https://www.youtube.com/watch?v=Mm-xFX7Csf8&feature=youtu.be 

岡山県では、感染予防の観点から、以下のことを県民の皆様へお願いしてい

ます。 

●風邪やインフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなど、一般的な感染

症対策を心がけてください。 

●次の症状がある方は、帰国者・接触者相談センター（岡山市の方は、市の

保健所 TEL086-803-1360、FAX086-803-1337）にご相談ください。   

 

 

●症状がある方は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイベントなどへの参

加は控えてください。 

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続いている。 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

【新型コロナウィルス感染症 岡山県電話相談窓口】TEL 086-277-7877，FAX 086-225-7285 

平日：９時～21時、土日祝日：９時～17時 担当部局：岡山県保健福祉部健康推進課 

新型コロナウイルス感染

症が全世界に広がり、

WHOではパンデミックが表

明され、国内では感染拡

大に備える特別措置法

が成立しました。 

現在、県内での感染は確認されていませんが、近県における

感染は報告されており、油断できない状況です。  

県では、情報を的確に収集し、県民の皆さまに迅速にお知ら

せするとともに、国や関係機関等と緊密に連携しながら、必

要な体制整備を行い、感染拡大防止に万全を期してまいり

ます。  

県民の皆さまには、デマなどに惑わされることなく、正しい情報

に基づき、冷静な行動をとっていただくとともに、咳エチケット

や手洗いなどの対策をぜひ徹底していただきたいと思いま

す。  

とおる‘ｓ ｅｙｅ 新型コロナウィ

ルス感染症の対応には、以下の３

つの局面があります。 

①感染症が外国で発生した場合、

渡航や輸出を制限し、空港や港湾の検疫を徹底し、水際

で国内への侵入を食い止める。 

②国内で感染者が出たら、感染の疑いのある方に検査を

行い、感染者を特定、感染ルートを辿り、濃厚接触者の検

査や立ち寄り先の消毒により、感染の広がりを止める。 

③感染が広がり、感染ルートを特定できない感染者が多数

出るなど、②の「封じ込め」が困難になった場合、人の交流

や接触を制限するなどして、更なる感染拡大を防ぐ。 

局面①では「水際作戦」、②では「封じ込め」、③では、重

症者の死亡率の抑制と医療機関の機能維持が取り組みの

中心になります。 

２月25日に発表された、政府の「新型コロナウィルス感染

症対策の基本方針」は、地域によっては、局面が②から③

に移行しつつあることを踏まえ、「患者数が継続的に増えて

いる状況では、重症者の治療に必要な確定診断のための

PCR検査に移行」という考えを打ち出しました。３月19日の

政府の専門家会議は、地域によっては、感染者が爆発的

に増える「オーバーシュート」が起こるという懸念を表明しま

した。局面③では、重症者を死なせないために、医療のリ

ソースを優先的にそちらに振り向ける必要があります。８割

が無症状または軽症で終わり、陽性と診断されても特攻薬

もなく、基本的に安静にしていて回復を待つ人のために、

病床などの貴重な医療資源を割くことは適切でないという

考え方です。 

１．一般電話相談件数           
7,342件（+199件） 

本庁 3,194件（+75件）（2/4～3/17） 

保健所・支所 4,148件（+124件）（1/6～3/17） 
※（ ）の件数は、３月16日からの増加件数 

２．帰国者・接触者相談センター相談件数       
1,087件（+53件）(2/7～3/17） 
※（ ）の件数は、３月16日からの増加件数 

３．ＰＣＲ検査実施人数 

181人（+6人）（2/1～3/18）。結果は全て陰性 
※（ ）の人数は、３月17日からの増加人数 

４．高知県で発症した県内在住者の情報 

●倉敷市在住の60代男性。症状は改善している。 

●同居のご家族（1名）、別居のご家族（４名）全員が症状  

なし、PCR検査は全員陰性。 

●職場の濃厚接触者（25名）のうち1名に症状があったもの

のPCR検査は陰性。残りの24名全員が症状なし、PCR検査

は全員陰性。 

 

局面は地域によって異なります。岡山県のように感染者が

出ていない（３月20日現在）地域は、基本的に局面②にお

ける対応を行っています。医療資源や検査体制のキャパシ

ティに留意しつつ、感染が疑われると医師が判断した方全

員に、原則、即日PCR検査を行っています。私が一般質問

を行った３月４日時点の、県の環境保健センターの検査能

力は１日20件、感染症指定医療機関のベッド数は26床

で、心もとない状況でした。質問の中で、私からは検査・医

療体制の拡充を要望しましたが、3月19日には、PCR検査

機器が1台増設され、同センターの人員も2人から7人に増

員するなど、体制強化が図られました。現在、24時間体制

で１日40件の検査が可能となり、ベッド数は指定病院以外

の入院病床を含め112床に拡大しています。 

しかし、県内での集団感染（クラスター）発生を想定した場

合、十分なキャパシティとは言えません。岡山県でも、局面

③に移行したと判断した場合、環境保健センターでの検査

や指定医療機関での入院は、重症化リスクのある人を優

先し、軽症の方には自宅療養や、一般医療機関の外来受

診を可能にする方針です。 

県内で、感染者がいつ出てもおかしくない状況であり、油断

はできません。正しい情報をタイムリーに収集し、状況の変

化を見極めるとともに、県民の皆様の声に耳を傾け、適切

な提案や要望をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

集団感染（クラスター）は、「換気の悪い密閉空間」「人

が密集していた」「近距離での会話や発声」という3条件

が同時に重なったケースで起こりやすくなっています。学

校や一定規模以上の屋内イベントがこの条件に当ては

まることが多く、政府などの自粛要請に繋がっています。 

※高齢者や基礎疾患のある方で、上記の状態が２日程度続く場合は、かかりつけ

医にご相談ください。 

１～３は３月20日、４は３月11日に岡山県が発表したもの。状況は

刻々と変わるので、最新情報は県のホームページでご確認ください。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584549870/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80c2Vhc29ucy1wb2V0cnkuY29tL2FyY2hpdmVzL2NhdGVnb3J5L3NwcmluZw--/RS=%5EADBJ2LZyFcK58aXjiBVNs2KTt2TviQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE0NCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRTXBQY
https://www.youtube.com/watch?v=Mm-xFX7Csf8&feature=youtu.be
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584707767/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbnN3ZXJzLnRlbi1uYXZpLmNvbS9waGFybWFuZXdzLzE3ODUzLw--/RS=%5EADBnt72QLlM9n1sCBjk13l46z2oA7M-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1E1d2xkOWhuM1pFN


Ｑ１アダプト事業は、10人以上のグループ参加や手続き

の煩雑さなどから、個人や少人数で気軽にゴミ拾いなどのボ

ランティアをするにはハードルが高い。スマホ登録で、活動事

業費は不要、保険未加入や場所が不特定でも登録可能、

報告もネット上に、位置情報や画像などの投稿で済ませるな

ど、県がネットを活用したプ

ラット―ファームを用意し、

個人参加型アダプトの活動

の場を整備してはどうか。提

案への所見を含め、現行の

アダプト制度の見直しや、

WEBサイト上でボランティア

の輪が広がる仕組みづくりに

ついて、所見を伺う。 

Ａ １ ご 提 案

や、ボランティア

の輪が広がる仕

組 み に つ い て

は、今の時代に

合っており、不特

定多数の方に気

軽に参加してい

ただく上で効果があるが、現在の事業が町内会など地域住

民の愛着心を深めることを目的にしているため、なじみにくい

と考える。このため、直ちに導入する事は難しいが、アダプト

団体の構成員の不足や高齢化などの課題解決に有効な面

もあり、ご提案の内容を参考にしながら、引き続き、アダプト

事業が持続可能なものとなるよう、検討を進めたい。（知事） 

■公立学校の臨時休業について 

■おかやまアダプト推進事業について 

とおる‘ｓ ｅｙｅ  政府からの急な休業要請で、学校現

場や放課後児童クラブは大変混乱していました。私は、休業

初日の３月２日に、岡山市内の放課後児童クラブ数か所を訪

ね、現場の状況を確認するとともに、支援員の方や子どもたち

に困っていることなどをヒアリングしました。施設面の問題や要

員、学校との連携強化などについて課題があることを実感し、

一般質問に盛り込みました。この質問以降、国の方針もあり、

学校施設の開放や支援員の増員（自治体職員の臨時配置

とおる‘ｓ ｅｙｅ  「おかやまアダプト」は、認定を受けた

住民や企業が、道路、河川、公園の一定区間を自分の養

子（アダプト）とみなし、我が子に対するように愛情と責任を

もって定期的な清掃・美化活動を行うものです。認定を受け

た団体には、清掃用具等の購入費として県から交付金が支

給され、市町村がゴミの回収処理に協力します。 

一定規模の団体があらかじめ日時を決め、事務局がいろい

ろ準備して「いっせーの！」でやる活動が想定されています

が、いまは、SNSなどで、「明後日どこそこでゴミ拾いするの

で、来れる人は来て」と呼びかけ、集まった数人で汗を流

す、「この指とまれ！」型のボランティアが盛んになっていま

す。アダプトの担い手の高齢化が問題視されていますが、

若い人がボランティアに関心がないのではなく、やり方が、い

まの若者の行動様式にマッチしていないため、自分たちに

は関係のない活動のようになっているのではないか、という

問題意識から質問しました。 

市民協働のボランティア活動を、情報通信技術の進展や、

時代の変化に合わせて変えていくことは必要だと思います。 

２月定例会報告（2020.3.4髙橋とおる一般質問から） 

Ｑ１新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、3月2日から

県立学校が一斉休業に入った。政府の唐突な要請に応え、見

切り発車で休業に踏み切る形となり、現場には様々な課題が

山積している。今回の政府の要請に対する受け止めについて

伺う。 

Ａ１今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極め

て重要な時期であることを踏まえると、子どもの居場所確保

等、様々な課題があるものの、一斉休業に取り組むことによ

り、子どもたちの健康と安全を守るとともに、感染拡大を防止

する上で、効果が期待できるものと考えている。（知事） 

Ｑ２休業に入り、今日が３日目だが、現在の学校現場の状

況と、解決しなければならない課題は？ 

Ａ２各学校では、学年末の成績処理や、今後の登校日で

課題を配布する準備などを行っている。未消化の授業は、休

業中の自宅学習や新学年での補充授業などで補うことを検

討している。放課後児童クラブの受入れ体制が整っていない

場合は、学校で子どもたちを預かるところもある。臨時休業中

においては、子どもたちの居場所の確保のほか、適切な学習

習慣や生活習慣の確立、健康管理の徹底、特別な支援を

必要とする児童生徒への対応など様々な課題がある。市町

村教委や関係機関と連携しながら、子どもたちが健康・安全

に過ごせるよう努める。（教育長） 

Ｑ３子どもの居場所という点では、放課後児童クラブの果た

す役割は大きいが、狭いスペースで、濃厚接触は避けられず、

感染リスクが高い。急な開所時間の延長で支援員の確保にも

苦労している。市町村の所管だが、県としても支援を行うべき

だ。検討していることはあるのか？ 

Ａ３臨時休業に伴う課題に対応するため、居場所の確保

等について、県教委と連携を図るとともに、時間延長やクラス

の追加、スタッフの確保等について、市町村を支援していく。

（保健福祉部長） 

再質問 放課後児童クラブの感染リスクを下げるためには、

スペースの拡大が必要だ。学校施設（教室、体育館、図書館

など）の開放を要望する。また、少人数クラスで運営するために

は、スタッフの増員が必要になる。学校と放課後児童クラブと

の連携強化が求められる。県、市町村それぞれの保健福祉部

局と教委の連携強化も含め、県による市町村支援への指導・

助言を積極的に行っていただきたいが、どう考えているか？ 

答弁 放課後児童クラブについては、国からも、厚生労働

省と文部科学省の連名で、人員体制の確保や学校施設の

使用などについて依頼の文書が届いている。県としても、クラ

ブの設置主体である市町村などに文書の内容を伝えるととも

に、保健福祉部局と教育委員会が緊密に連携し、当該市町

村の要望等も踏まえたうえで、それぞれの現場の実情に応じ

た支援を検討する。（保健福祉部長） 

Ｑ４保護者が子どもの面倒を見るために休暇取得を申請し

た場合、格段の配慮を行うよう県内企業に要請するとともに、

休暇が取得しやすい機運の醸成に取り組んでいただきたいが、

いかがか？ 

Ａ４ 国や産業支援機関等で構成する会議を立ち上げ、

緊密に連携しているが、休暇取得の配慮についても、こうした

場を通じて働きかけていく。企業への働きかけも強め、休暇

が取得しやすい機運を醸成していく。（産業労働部長） 

など）も進み、学校が子どもを預かるなどの取り組みも増え

ました。新型コロナ騒動以前からあった放課後児童クラブの

様々な課題が、今回の件で

注目が高まったことにより、浮

き彫りになったところがありま

す。これを一つの機会と捉

え、現場の声を踏まえた改善

に取り組んでいきます。 放課後児童クラブでヒアリング 

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」を発議！ 

「民主・県民クラブ」の所属議員7人で、「選択的夫婦別姓

制度の導入を求める意見書」を発議しました。閉会日には、

意見書の採択を求め、私が討論に立ちましたが、自民党岡

山県議団等の反対で、採択には至りませんでした。 

「選択的夫婦別姓制度」とは、夫婦が望む場合には、結婚

後も夫婦がそれぞれ結婚前の「姓」「名字」を称することを認

める制度です。日本では、現在、国際結婚を除き、結婚時

に、男性又は女性のいずれか一方が、姓を改めなければな

りません。現実には、96％のカップルが男性の姓を選んでい

ます。女性の社会進出等に伴い、別姓のまま婚姻すること

を選択できる「選択的夫婦別姓制度」導入を求める声が高

まってきました。 

2017年の世論調査では、選択的夫婦別姓や婚姻前の姓

の通称使用の法制化について、肯定的な意見が67％を占

めました。現在、法的に夫婦同姓と規定されている国家は

世界中で日本だけで、国連の女子差別撤廃委員会から度

重なる是正勧告を受けています。 

「代々受け継がれてきた名字を大切にしたい」と考えている

人が、一人っ子同士の結婚をする場合、姓を変えることが事

実上結婚の障害となります。研究論文などでは執筆者の氏

名による検索が一般的ですが、結婚に際して姓を変えること

により、その人の同一性が確認できなくなり、職業生活上不

利益を被るケースもあります。 

別姓夫婦と同姓夫婦とは、夫婦が同じ姓を名乗っている

か、別々の姓を名乗っているかという点が違うだけで、その他

の点では両方の夫婦に違いはありません。夫婦間の権利義

務や子どもに対する親の責任や義務についても別姓夫婦と

同姓夫婦とで異なるところはありません。選択的な制度です

から、これまで通り夫婦が同じ姓を名乗りたい場合には同じ

姓を名乗れば良いわけで、それを望まない人にまで、不利

益や不都合を与えるものではありません。 

氏名は、その人を表すものであり、人格の重要な一部と言

えます。価値観・生き方が多様化している今日、別姓を望む

夫婦にまで同姓を強制する理由はなく、別姓を選択できる制

度を導入すべきです。 

採択を求め、討論に登壇。自民党県議団等の反対で、採択には至らず。 
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