奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況
内容
情報共有
協議
38
委員会室
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
症陽性者について
・イベント、会議等の開催状況について ・健康こども部
・奥州市内における新型コロナワクチン ・教育委員会事務局
接種の状況について
・新型コロナウイルスワクチン小児接種 ・生活支援部会
について
・経営支援部会
臨時 R04.02.21 15時00分 委員会室
・新型コロナウイルスワクチン３回目接 ・奥州市職員の新型コロナウイルス感染 ・新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
種について
症陽性者について
えた市関連施設の休館等の方針について
・生活福祉資金の状況等
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
37 R04.02.08 16時00分 地下Ｂ会議室 ・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
陽性者の状況等について
症陽性者について
各総合支所
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
・奥州市内における新型コロナワクチン ・経営支援部会
接種の状況について
臨時 R04.01.31 17時00分 委員会室
・市職員の感染判明に係る庁内情報共有 ・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
の流れについて
症陽性者について
回

開催日時
年月日
時刻
R04.03.11

場所

報告
・新規陽性者の状況等について

臨時 R04.01.28 16時00分 委員会室
臨時 R04.01.27
臨時 R04.01.24
臨時 R04.01.11
36

R03.11.29

35

R03.10.08

臨時 R03.10.01
臨時 R03.09.17

臨時 R03.09.10
34

R03.09.03

・奥州市職員の新型コロナウイルス感染 ・新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
症陽性者について
えた市関連施設の休館等の方針について
09時00分 委員会室
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
症陽性者について
16時00分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・岩手警戒宣言について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
陽性者の状況等について
向けた市長メッセージ
・各部局
17時00分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・岩手警戒宣言について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
陽性者の状況等について
向けた市長メッセージ
16時30分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・新型コロナウイルスワクチン３回目接 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
陽性者の状況等について
種について
向けたイベント等の対応方針について
・イベント、会議等の開催状況について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
向けた市長メッセージ
・奥州市内における新型コロナワクチン
接種の状況について
15時45分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・新型コロナウイルスワクチンの追加接
陽性者の状況等について
種について
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
・市への寄附について
・経営支援部会
・奥州市内における新型コロナワクチン
接種の状況について
16時30分 講堂
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
向けた市長メッセージ
11時00分 302会議室
・奥州市予防接種健康被害調査委員会の ・岩手緊急事態宣言に伴う市関連施設の
開催について
休館等の方針の廃止について
各総合支所
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
向けた市長メッセージ
16時20分 302･303会議室
・市関連施設の休館等の期間延長につい
て
14時30分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・各部局
陽性者者の状況等について
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
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その他

備考

奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況
回

開催日時
年月日
時刻

場所

内容
報告
情報共有
・奥州市内における65歳以上のワクチン ・経営支援部会
接種の状況について

臨時 R03.08.30 09時00分 委員会室
臨時 R03.08.12 17時00分 委員会室

・岩手県緊急事態宣言について

協議

その他

備考

・市関連施設の休館等の期間延長につい
て
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
向けたイベント等の対応方針について
・市関連施設の休館等の方針について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
向けた市長メッセージ

臨時 R03.08.05 16時30分 委員会室

・64歳以下の新型コロナウイルスワクチ
ン接種について
33 R03.08.03 16時00分 講堂
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・各部局
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
陽性者の状況等について
に向けた市長メッセージ
・生活支援部会
・経営支援部会
32 R03.07.07 16時00分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州保健所管内の ・新型コロナウイルスワクチン接種につ
陽性者者の状況等について
いて
・イベント、会議等の開催状況及び市へ ・各部局
の寄附について
・奥州市内における65歳以上のワクチン ・生活支援部会
接種の状況について
・経営支援部会
31 R03.06.07 11時00分 302･303会議室 ・国内、岩手県内及び奥州市の陽性者の ・新型コロナウイルスワクチン接種時の
状況について
キャンセル等による余剰ワクチンについ
・65歳以上新型コロナウイルスワクチン ・各部局
接種の予約状況について
臨時 R03.05.25 17時30分 委員会室
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
症陽性者について
臨時 R03.05.18 11時00分 委員会室
・奥州保健所管内の陽性者の状況
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染 ・奥州市の小中学生のみなさんへ
症陽性者について
・陽性者判明に伴う教育委員会の対応に
ついて
臨時 R03.05.13 15時00分 委員会室
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
症陽性者について
臨時 R03.05.10 17時00分 委員会室
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
症陽性者について
臨時 R03.05.06 16時00分 委員会室
・市内高齢者施設におけるクラスターの ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
発生について
に向けた市長メッセージ
・高齢者福祉施設に対する感染拡大対策
事業について
30 R03.04.30 16時30分 委員会室
・国内、岩手県内及び奥州市の陽性者の ・奥州市新型コロナウイルスワクチン接
状況について
種実施計画について
・イベント、会議等の開催状況について ・各部局
・市への寄附について
・生活支援部会
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州 ・経営支援部会
金ケ崎発熱外来診療所）の診療情況
臨時 R03.04.27 17時15分 委員会室
・市内の感染状況について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
29 R03.04.09 16時45分 委員会室
・奥州市職員の新型コロナウイルス感染
症陽性者について
臨時 R03.04.08 16時00分 委員会室
・市職員の感染疑いについて
28 R03.04.07 15時00分 委員会室
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ ・各部局
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
いて
に向けた市長メッセージ
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非公開

奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況
回

開催日時
年月日
時刻

場所

27
26

R03.04.01 15時30分 委員会室
R03.03.31 14時00分 委員会室

25

R03.01.14 17時05分 302会議室

24

R02.12.15 16時00分 委員会室

23

R02.11.16 16時45分 委員会室

22

R02.10.27 13時30分 委員会室

21

R02.09.17 14時00分 講堂

20

R02.09.02 16時30分 委員会室

19

R02.08.21 13時00分 委員会室

内容
報告
情報共有
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
・市への寄附について
・経営支援部会
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州
金ケ崎発熱外来診療所）の診療情況
・奥州市内の陽性者の状況について
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ ・各部局
いて
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
・市への寄附について
・経営支援部会
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州
金ケ崎発熱外来診療所）の診療情況
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ ・各部局
いて
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
・市への寄附について
・経営支援部会
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州
金ケ崎発熱外来診療所）の診療状況
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ ・各部局
いて
・イベント、会議等の開催状況について ・生活支援部会
・市への寄附について
・経営支援部会
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州
金ケ崎発熱外来診療所）の診療情況
・岩手県における新型コロナウイルス感
染症感染防止対策
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ ・各部局
いて
・市への問合せ等について
・生活支援部会
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州
金ケ崎発熱外来診療所）の診療情況
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
・市への寄附について
・奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州
金ケ崎発熱外来診療所）の診療情況
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ
いて
・ごみ焼却施設基幹改良工事での新型コ
ロナウイルス感染状況の経過等について
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
・市への寄附について
・発熱外来診療所開設状況
・市内における新型コロナウイルス感染
者の発生について
・各部等から
・国内及び岩手県内の陽性者の状況につ
いて

協議

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ

・経営支援部会
・各部局
・生活支援部会
・経営支援部会

・各部局

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について

・経営支援部会

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・各部局

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針の改訂に
ついて

・市への問合せ等について
・生活支援部会
・イベント、会議等の開催状況について ・経営支援部会
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その他

備考

奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況
回

18

開催日時
年月日
時刻

場所

R02.07.31 08時45分 委員会室

内容
報告
情報共有
・市への寄附について
・発熱外来診療所開設状況
・岩手県内及び国内の陽性者の状況につ ・各部局
いて
・市への問合せ等について
・生活支援部会
・イベント、会議等の開催状況について ・経営支援部会

17

R02.07.14 15時30分 委員会室

16

R02.06.25 16時30分 委員会室

15

R02.06.11 16時30分 委員会室

14

R02.05.27 16時00分 委員会室

13

R02.05.18 16時00分 委員会室

12

11

R02.05.08 14時30分 委員会室

R02.05.06 14時00分 講堂

・市への寄附について
・各都道府県の検査陽性者の状況につい
て
・イベント、会議等の開催状況について
・市への寄附について
・各都道府県の検査陽性者の状況につい
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
・市への寄附について
・各都道府県の検査陽性者の状況につい
て
・市への問合せ等について

協議
・県内での感染者発生に伴う今後の対応
について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について

・各部局

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について

・生活支援部会
・経営支援部会
・各部局
・生活支援部会
・経営支援部会

・地方創生臨時交付金事業について

・各部局

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ

・生活支援部会

・イベント、会議等の開催状況について ・経営支援部会
・市への寄附について
・新型コロナウイルス感染症に関する各
種団体からの要望及び要請について
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・各部局
・市が所有又は管理しているトレーニン
例）の状況について
グルームの再開について
・市への問合せ等について
・生活支援部会
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について
・イベント、会議等の開催状況について ・経営支援部会
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・市への寄附について
・新型コロナウイルス感染症に関する各
種団体からの要望及び要請について
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・各部局
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
例）の状況について
り委託業務等の履行が困難になった場合
の対応について
・市への問合せ等について
・生活支援部会
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針について
・イベント、会議等の開催状況について ・経営支援部会
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・市への寄附について
・県外ナンバーの車を所有する市在住者
への対応について
・新型コロナウイルス感染症（国内事
例）の状況について
・市への問合せ等について

その他

・生活支援部会

・市関連施設の利用再開について

・経営支援部会

・特別定額給付金の申請書受付等に係る
職員応援要請について

・イベント、会議等の開催状況について ・各部局
・市への寄附について
・生活支援部会

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金について
・特定定額給付金申請書発送業務応援の
依頼について

・経営支援部会
・各部局
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・奥州市新型コロナウイルス感染症に係
る予防・対応マニュアル（職員向け）
・奥州市新型コロナウイルス感染症対策
公共施設等感染者発生時の取扱い

備考

奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況

10

開催日時
場所
年月日
時刻
R02.05.01 10時00分 講堂

9

R02.04.23 16時00分 講堂

8

H14.04.17 16時00分 講堂

7

R02.04.08 16時00分 委員会室

6

R02.03.26 15時30分 講堂

5

R02.03.23 09時00分 講堂

回

内容
報告
情報共有
協議
その他
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・生活支援部会
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
例）の状況について
伴う市関連施設の休館等の方針について
・市への問合せ等について
・経営支援部会
・発熱外来の設置について
・イベント、会議等の開催状況について ・新型コロナウイルス感染症対策に関す
る要望について
・部会の設置について
・各部局
・新型コロナウイルス感染症対策にかか
る支援事業及び担当窓口について
・新型コロナウイルス感染症対策に係る
保育所等の休園措置等の基準について
・市への寄附について
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・各部局からの情報提供について
・新型コロナウイルス感染症対策本部の
例）の状況について
組織構築と「特別定額給付金（10万
円）」の対応について
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
・市議会全員協議会について
・新型コロナウイルス感染症に伴う休館
等施設について
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・各部局からの情報提供について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
例）の状況について
に向けたイベント等の対応方針について
・市への問合せ等について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に係る協力依頼について
・イベント、会議等の開催状況について
・協働まちづくり部所管施設の市外利用
者の利用制限について
・新型コロナウイルス感染症に伴う休館
・新型コロナウイルス感染者発生時の対
等施設について
応マニュアル等の整備について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
・市民提案型協働支援事業（補助事業）
に向けた市長メッセージ
の交付決定に係る取扱いについて
・県内での新型コロナウイルス感染者発
生時の奥州金ケ崎休日診療所並びに夜間
診療所の休診対応要望について
・経過報告
・各部局からの情報提供について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けた市長メッセージ
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
例）の状況について
に向けたイベント等の対応方針について
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に
関する奥州医師会からの要望書について
・奥州市新型コロナウイルス感染症対策
本部幹事会の設置について
・新型コロナウイルス感染症（国内事
・奥州市新型コロナウイルス感染症対策
例）の状況について
本部設置要領の一部改正について
・市への問合せ等について
・各部局からの情報提供について
・イベント、会議等の開催状況について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止
に向けたイベント等の対応方針の改訂に
ついて
・新型コロナウイルス感染症の国内事例
・各部局からの情報提供について
について
・市への問合せ等について
・新型コロナウイルス感染症対策におけ
る令和元年度の指定管理料の取扱いにつ
いて
・イベント、会議等の開催状況について
・施設の休館等状況について
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備考

奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議開催状況
回

4

3

2

1

開催日時
年月日
時刻

場所

報告
・一類感染症が国内で発生した場合にお
ける情報公表に係る基本方針について
R02.03.12 13時30分 302･303会議室 ・新型コロナウイルス感染症の国の対応
について
・新型コロナウイルス感染症の国内事例
について
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
・施設の休館等状況について
R02.03.06 16時30分 302･303会議室 ・新型コロナウイルス感染症の国内事例
について
・市への問合せ等について
・イベント、会議等の開催状況について
R02.03.04 16時30分 302･303会議室 ・経過報告

内容
情報共有

協議
・市内３春まつりの開催について
・各部局からの情報提供について

・新型コロナウイルス感染症に伴う休館
等施設の情報集約について
・各部局からの情報提供について
・市への問合せ及び今後開催予定のイベ
ント等の情報集約について
・各部局からの情報提供について

・新型コロナウイルス感染症患者県内発
生時対応フロー図について
・部局等の体制について
R02.02.28 16時00分 302･303会議室 ・新型コロナウイルス感染症拡大に係る
これまでの経過について

・奥州市新型コロナウイルス感染症対策
本部設置要領について
・現在の取組状況について
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その他

備考

