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新型コロナウイルス新型コロナウイルス新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症の感染症の感染症の感染症の感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止感染拡大防止等を目的とした等を目的とした等を目的とした等を目的とした    

イベントのイベントのイベントのイベントの中止中止中止中止状況状況状況状況、県有施設の休館状況、県有施設の休館状況、県有施設の休館状況、県有施設の休館状況等等等等についてについてについてについて             新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、奈良県では１月２８日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、全庁を挙げて取り組んでいるところです。 国内での新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、現在までに中止又は延期とした県が主催等するイベント、行事等について取りまとめましたので、下記のとおりお知らせします。 また、展示・貸館業務等を行う県有施設の休館状況等についても取りまとめましたので、あわせてお知らせします。  記  １． 中止又は延期としたイベント、行事等の数   １７７件（令和２年２月２８日(金)１５時現在）  ２． 展示・貸館業務等を行う県有施設のうち休館または一部休館した施設数   ７施設（令和２年２月２８日(金)１５時現在）  ※詳細は別紙をご覧ください。  
県民の皆様へ県民の皆様へ県民の皆様へ県民の皆様へ     

令和２年３月２日 奈良県総務部知事公室 防災統括室 危機対策係 電話：0742-27-7006(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 内線：2270,2302 

○ 新型コロナウイルス感染症は、現在、県内で流行が認められている状況ではありません。風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。  ○ 咳や発熱など体調がすぐれない時は、症状を悪化させないために、またひとにうつさないために、無理せず休むようにしましょう。  ○ 「新型コロナウイルス感染症を疑う要件」に該当される方は、「帰国者・接触者相談センター」または保健所にご連絡ください。 



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課1 2月8日～3月8日、22日 民俗博物館主催イベント、講座等 民俗博物館 文化資源活用課2 2月13日 奈良県難病医療連絡協議会 かしはら万葉ホール 健康推進課3 2月20日 奈良県母子保健運営協議会 修徳ビル 健康推進課4 2月22日 人工肛門・人工膀胱をもつ人（オストメイト）の個別相談会 奈良県社会福祉総合センター 障害福祉課5 2月24日 発達障害理解啓発講演会 奈良県文化会館 障害福祉課6 2月26日～3月8日 令和元年度奈良県広域就労準備支援事業 各所 地域福祉課7 2月26日～3月31日 平成31年度奈良県子どもの「心と学び」サポート事業（地域型生活・学習支援・訪問支援  ）事業 各所 地域福祉課8 2月26日、27日、3月5日 県職員向け手話講習会 橿原総合庁舎、郡山総合庁舎、県文化会館 障害福祉課9 2月26日、3月25日 県庁販売会 県庁東棟県政情報センター前 障害福祉課10 2月27日 令和元年度奈良県内自立相談支援事業人材養成研修～ひきこもり相談家族支援編～ 奈良県社会福祉総合センター 地域福祉課11 2月27日 もっと行きたくなる奈良 奈良公園バスターミナルレクチャーホール 奈良公園室12 2月27日 奈良県庁現場視察ツアー 流域下水道センター等 人事委員会事務局13 2月27日、3月6日 アウトリーチ型子育て支援プログラム普及事業「家庭訪問員養成研修」 修得ビル、奈良県文化会館 こども家庭課14 2月28日 奈良スタットイベント 奈良公園バスターミナル 統計分析課15 2月28日 「障害者はたらく応援団なら」精神・発達障害者就労支援セミナー 奈良県社会福祉総合センター 障害福祉課16 2月28日 医療従事者向け認知症対応力向上研修 自治研修所 長寿・福祉人材確保対策課17 2月28日 第14回保健研究センター及び景観・環境総合センター研究発表会 保健研究センター 保健研究センター18 2月28日 所内発表会（研究合同発表） 保健研究センター 景観・環境総合センター19 2月28日 健康トレーニングB 橿原公苑第二体育館 橿原公苑20 2月28日 奈良県学力向上フォーラム 県立教育研究所 学校教育課

　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧

21 2月28日、3月6日 平成31年度奈良県子どもの「心と学び」サポート事業（広域型学習支援）事業 王寺町やわらぎ会館 地域福祉課22 2月28日、3月6日、13日 中途失聴・難聴者手話講習会　（第10回、第11回、第12回） 聴覚障害者支援センター 障害福祉課23 2月28日、3月7日、12日、17日 専門職向け手話講習会 生駒市消防本部、広域消防組合、奈良商工会議所、聴覚障害者支援センター 障害福祉課24 2月29日 かかりつけ医・薬剤師医薬品適正使用セミナー 奈良県医師会館 薬務課25 2月29日 留学生バスツアー 下市町近郊 外国人支援センター26 2月29日 国宝　當麻寺西塔　保存修理工事現場公開 當麻寺西塔 文化財保存課、文化財保存事務所27 2月29日 農福連携マルシェ イオンモール橿原 障害福祉課28 2月29日 男性のための食事栄養バランスセミナー 県女性センター 女性活躍推進課29 2月29日 スクエアステップ教室 心身障害者福祉センター 心身障害者福祉センター30 2月29日 現任研修会（手話）　午前 社会福祉総合センター 障害福祉課31 2月29日 電話リレーサービス　午後 聴覚障害者支援センター 障害福祉課32 2月29日 ならいちばのキッチン 大和郡山市 中央卸売市場33 2月29日、3月1日 2日間だけのオープンシャッター 御所駅前新地商店街 産業振興総合センター34 2月29日、3月1日、7日、8日 やまと花ごよみ2020「梅と桜の花回廊」 馬見丘陵公園 公園緑地課35 2月29日、3月14日 平成31年度日本語教室開催事業 奈良市生涯学習センター 地域福祉課36 3月1日 大和川一斉清掃 奈良市（メイン会場）含めて62会場 河川課37 3月1日 「バンビシャス奈良」とのテロ防止等啓発活動 金魚スクエア 郡山警察署38 3月1日 公開講座「発達障害のある子どもへの“はたらく”にむけた支援」 奈良県文化会館 障害福祉課39 3月1日 入所児童対象のバス利用の遠足 関西サイクルスポーツセンター 登美学園40 3月1日 講演会「二十四節気と花」 馬見丘陵公園公園館２階研修室 公園緑地課



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧

41 3月2日～6日 建築物防災週間における防災査察の実施 防災査察対象の建築物 建築安全推進課42 3月2日 健康トレーニングA 橿原公苑第二体育館 橿原公苑43 3月2日 健康トレーニングC 橿原公苑第二体育館 橿原公苑44 3月3日～24日 図書情報館主催イベント、講座等 県立図書情報館 文化資源活用課45 3月3日 精神保健福祉全国大会実行委員会 はぐくみセンター 疾病対策課46 3月3日 県民向け手話講習会 奈良県文化会館 障害福祉課47 3月3日 認知症初期集中フォローアップ意見交換会 奈良県産業会館 地域包括ケア推進室48 3月3日 Bean to Bar in UMAMI～カカオ豆からチョコレートを作ろう～ 馬見丘陵公園カフェ＋ｆ 公園緑地課49 3月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日 音声機能障害者発声訓練 近畿大学奈良病院、奈良県総合医療センター、天理よろず相談所病院、奈良県立医科大学附属病院 障害福祉課50 3月4日～3月9日 インターシップ（就業体験） 企業３社 御所実業高等学校51 3月4日 親子体操AB 橿原公苑第二体育館 橿原公苑52 3月4日 奈良県職員・警察官採用説明会 奈良公園バスターミナル等 人事委員会事務局53 3月4日、12日 令和元年度あいサポートメッセンジャー養成研修 奈良県産業会館、奈良県文化会館 障害福祉課54 3月4日、12日、18日、25日、27日 ならジョブカフェセミナー（3月） ならジョブカフェ 奈良しごとｉセンター55 3月6日～8日 東大寺二月堂修二会セミナー 東大寺総合文化センタ－ ならの観光力向上課56 3月6日 奈良県観光ボランティアガイド連絡会　第2回研修会 平城宮いざない館多目的室 ならの観光力向上課57 3月6日 健康トレーニングB 橿原公苑第二体育館 橿原公苑58 3月6日 保護者カフェ 奈良若者サポートステーション 雇用政策課59 3月6日 キャッシュレス・消費者還元事業説明会 奈良県産業会館 産業振興総合センター60 3月6日 首都圏スーパーでの試食会 東京都内 マーケティング課



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧

61 3月6日 県内企業バス見学 県内企業３社 御所実業高等学校62 3月6日 第５回就労・教育部会（奈良県自立支援協議会） 県分庁舎会議室 障害福祉課63 3月6日、7日 奈良県職員採用説明会in東京 奈良まほろば館 人事委員会事務局64 3月6日、13日、27日 ＩＴ支援事業（初級・中級コース） 奈良県社会福祉総合センター 障害福祉課65 3月7日～8日 移住フェア「奥大和　暮らしのイチ場」 萬福寺 奥大和移住・交流推進室66 3月7日～8日 第4回　はやま四季とのふれあい 野外活動センター 野外活動センター67 3月7日～9日 奈良の木大学 奈良市他 奈良の木ブランド課68 3月7日 保山耕一映像作品上映会 奈良公園バスターミナルレクチャーホール 奈良公園室69 3月7日 公開講演会　ユーラシアｰ文物と信仰の交流ｰ 春日野国際フォーラム 文化資源活用課70 3月7日 第15回市町村対抗子ども駅伝大会 橿原運動公園 スポーツ振興課71 3月7日 観光ボランティアガイドと歩く・なら 明日香村内 ならの観光力向上課72 3月7日 骨髄バンクドナー登録説明員養成研修会 奈良県赤十字血液センター 健康推進課73 3月7日 働く女性トークサロン　育休ママが考える「私のこれからの生き方・働き方」 奈良県女性センター 女性活躍推進課74 3月7日 平成31年度中国帰国者のための社会生活適応事業 奈良市中部公民館 地域福祉課75 3月7日 若者自立支援セミナー「父親塾母親塾in生駒」 生駒市教育支援施設 雇用政策課76 3月7日 きのこ栽培技術研修会 宇陀市農林会館 東部農林振興事務所77 3月7日 男性限定「ホワイトデー料理教室」 馬見丘陵公園カフェ＋ｆ 公園緑地課78 3月7日 第１回採用説明会（女子会） 県警察本部 警務部警務課79 3月7日、8日、11日、22日 万葉文化館主催イベント、講座等 万葉文化館 文化資源活用課80 3月8日～3月14日 次世代養成事業（スイス）派遣 関空～スイス・ベルン州～ジュネーブ州～関空 国際課
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81 3月8日 ジュニアオーケストラ定期演奏会 奈良県文化会館国際ホール 文化振興課82 3月8日 第10回奈良で働くセミナー＆個別相談会 ふるさと回帰支援センター 雇用政策課83 3月8日 県立国際高等学校「国際科plus合格者セミナー」 登美ケ丘高等学校視聴覚教室等 教育政策推進課84 3月9日 保健所担当者会議（精神） 郡山保健所 疾病対策課85 3月9日 健康トレーニングA 橿原公苑第二体育館 橿原公苑86 3月10日 未就園児等全戸訪問事業の推進研修 奈良県社会福祉総合センター こども家庭課87 3月11日 漢方関連商品の販路拡大に向けた勉強会 奈良県産業会館 産業政策課88 3月11日 既存木造住宅耐震診断・改修技術者養成講習会 奈良県文化会館小ホール 建築安全推進課89 3月11日 奈良県障害者権利擁護センターアドバイザー会議 県分庁舎会議室 障害福祉課90 3月11日、12日 一日体験入校 県警察学校 警察学校91 3月12日 奈良県主治医研修 奈良県医師会館、奈良市医師会館 障害福祉課、介護保険課92 3月12日 奈良県歯と口腔の健康づくり検討委員会 奈良県文化会館 健康推進課93 3月12日 アルコール関連問題県民セミナー 大淀町中央公民館 疾病対策課94 3月12日 保育所等における事故防止のためのアレルギー対応研修 奈良県文化会館２Ｆ小ホール 子育て支援課95 3月12日 障害者社会参加推進センター事業講演会 奈良県社会福祉総合センター 障害福祉課96 3月12日 特別講座「チョコレートの世界へようこそ」 馬見丘陵公園公園館２階研修室 公園緑地課97 3月12日、13日 令和元年度キャリアセミナー 見学等受入4企業 教育研究所98 3月12日、26日 点字講習会 奈良県社会福祉総合センター 障害福祉課99 3月13日 アルコール健康障害対策推進会議 奈良県文化会館 疾病対策課100 3月13日 奈良県保健研究センター及び景観・環境総合センター調査研究評価委員会 保健研究センター 保健研究センター
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101 3月14日～15日 奈良フードフェスティバル2019in宇陀 宇陀市 マーケティング課102 3月14日～15日 ＪＲおおさか東線臨時列車歓迎 ＪＲ奈良駅 観光プロモーション課103 3月14日 福祉のお仕事フェア2020 THE　KASHIHARA（橿原ロイヤルホテル） 長寿・福祉人材確保対策課104 3月14日 コンニャク加工講習会 奈良市内 北部農林振興事務所105 3月14日 奈良の魅力再発見講座 奈良公園バスターミナルレクチャーホール 奈良公園室106 3月16日 指導監査担当職員連絡会 県橿原総合庁舎 監査指導室107 3月16日 令和元年度 福祉人材・採用力ＵＰセミナー 奈良県社会福祉総合センター 長寿・福祉人材確保対策課108 3月16日 令和元年度特別支援教育体制整備事業研修会 県立教育研究所 教育研究所109 3月17日～30日 「聖徳太子と奈良・大和路のみほとけ」～奈良大和路仏像ポスター９９作から辿る 奈良まほろば館 観光プロモーション課110 3月17日 第三セクター職員研修 奈良県文化会館多目的室 行政経営・ファシリティマネジメント課111 3月17日 高次脳機能障害支援体制検討委員会 県分庁舎 障害福祉課112 3月17日 奈良県自立支援協議会全体会 奈良県文化会館 障害福祉課113 3月17日 ボランティア感謝の集い 奈良県社会福祉総合センター 視覚障害者福祉センター114 3月17日 リサイクル認定製品認定証交付式 奈良県文化会館 廃棄物対策課115 3月17日 「働きたい！ワカモノ応援会議in奈良」 奈良商工会議所 雇用政策課116 3月17日 第15回奈良県プロフェッショナル人材戦略協議会 奈良県文化会館 雇用政策課117 3月18日 県内病院の経営傾向分析結果説明会 奈良県文化会館 地域医療連携課118 3月18日 ライフストーリーワーク推進事業「第10回実践事例スーパーバイズセッション」 登美学園 こども家庭課119 3月18日 市町村担当課長会議 市町村会館大研修室 介護保険課120 3月18日 令和元年度県・市町村ひきこもり支援ネットワーク会議 県橿原総合庁舎 青少年・社会活動推進課



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧

121 3月19日 令和２年度県内企業向け支援施策説明会 奈良県文化会館 産業振興総合センター122 3月19日 NAFIC公開講座 桜井市内 NAFIC123 3月19日 新規就農者フォローアップセミナー 橿原市内 中部農林振興事務所124 3月20日～21日 奈良にぎわい味わい回廊「春の観光開催フェア」 奈良市内 マーケティング課125 3月20日 災害時通訳・翻訳ボランｌテイア養成研修 奈良県文化会館 外国人支援センター126 3月20日 宇陀市文化財講座 橿原考古学研究所室生埋蔵文化財収蔵センター 文化資源活用課127 3月20日 春色フェスタ２０２０ うだ・アニマルパーク うだ・アニマルパーク振興室128 3月20日 点字競技会・福祉機器展 社会福祉総合センター 障害福祉課129 3月20日 第２回採用説明会 県警察本部 警務部警務課130 3月20日、21日 平城宮跡×古墳ウォーキングツアー 平城宮跡とその周辺 平城宮跡事業推進室131 3月21日～22日 第3回　はやま森の学校 野外活動センター 野外活動センター132 3月21日 奈良県メディカルコントロール協議会　症例・事例検討会 奈良県社会福祉総合センター 消防救急課133 3月21日 奥大和フェス ならまちセンター前広場 奥大和移住・交流推進室134 3月21日 ＜総合診療＞吉村学先生講演会 かしはら万葉ホールレセプションホール 医師・看護師確保対策室135 3月21日 奈良の魅力再発見講座 奈良公園バスターミナルレクチャーホール 奈良公園室136 3月22日 次世代養成事業（スイス）成果報告会 奈良商工会議所 国際課137 3月22日 聖徳太子関連講演 奈良まほろば館 奈良まほろば館138 3月23日～31日 春期インターンシップ インターンシップ受入21企業 教育研究所139 3月23日 なら歴史芸術文化村企画協議会 天理市役所 なら歴史芸術文化村整備推進室140 3月24日 市町村交通安全対策課主管課（室）長会議 奈良県文化会館 安全・安心まちづくり推進課



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧　　　中止する行事・イベント一覧

141 3月24日 相談支援従事者研修制度改定説明会 奈良県産業会館 長寿・福祉人材確保対策課142 3月24日 令和元年度介護事業者集団指導 奈良県文化会館国際ホール 介護保険課143 3月25日～31日 薬師寺国宝東塔大修理落慶記念　聖観世音菩薩に捧げる花展～ 薬師寺東院堂 観光プロモーション課144 3月25日 五條吉野農業推進協議会セミナー 吉野町内 南部農林振興事務所145 3月25日 保育所等の事故防止研修 桜井市まほろばセンター 子育て支援課146 3月25日 クビアカツヤカミキリ防除市町村担当者説明会 県橿原総合庁舎 景観・自然環境課147 3月26日 特別障害者福祉手当市町村担当職員勉強会 県分庁舎会議室 障害福祉課148 3月27日 奈良県観光ボランティアガイド連絡会及び意見交換会 橿原公苑ジョギング＆サイクリングステーション ならの観光力向上課149 3月28日 奈良市観光大使氷置晋コンサート 奈良公園バスターミナル情報広場 奈良公園室150 3月28日 男女共同参画週間イベント2020実行委員会 県女性センター 女性活躍推進課151 3月28日 観光ボランティアガイドと歩く・なら 奈良市内 ならの観光力向上課152 3月28日 天平トーク、天平行列 奈良まほろば館 奈良まほろば館153 3月29日 写真教室「早春フォトレッスン」 馬見丘陵公園公園館２階研修室 公園緑地課154 3月（水・木曜日） 留学生交流フリートーク 外国人支援センター留学生交流室 外国人支援センター155 3月中 高次脳機能障害研修会 未定 障害福祉課156 随時 猿沢イン　茶道体験 奈良市内 ならの観光力向上課157 随時 猿沢イン　日本文化体験 奈良市内 ならの観光力向上課



令和２年２月２８日（金）１５時現在No. 開催日 行事・イベント名 場所 担当課1 2月20日～3月31日 現地体験プログラム「TENJIKU下北山村」 下北山村内 奥大和移住・交流推進室2 2月23日 第７期チーム「キッズポリス」オーディション 田原本町生涯学習センター 生活安全部少年課3 2月25日 STEAM教育エバンジェリスト育成研修第１９回 県立教育研究所 教育研究所4 2月26日 令和元年度関西広域連合防災分野人材育成部門　家屋被害認定業務研修 奈良商工会議所 防災統括室5 2月27日 市町村防災担当課幹部職員研修 奈良商工会議所 防災統括室6 2月27日 市町村防災担当職員研修～避難行動要支援者への支援について～ 奈良商工会議所 防災統括室7 3月1日 大和都市計画道路　大宮通り線他１路線の都市計画変更原案の説明会 宝来公民館 都市計画室8 3月2日 開通を祝う会（上笠間三本松停車場線　三本松工区） 宇陀市室生地域事務所 道路建設課9 3月4日 教科書無償給与事務担当者説明会 県立教育研究所 学校教育課10 3月6日 チェーンソー作業従事者特別教育にかかる補講 高等技術専門校 高等技術専門校11 3月6日 分光分析技術セミナー 奈良県産業振興総合センター 産業振興総合センター12 3月7日～8日 奥大和移住・定住連携協議会現地体験ツアー「酒から巡る奈良・御所の旅」 御所市内各所 奥大和移住・交流推進室13 3月8日 奈良県災害時医療研修会 奈良商工会議所 地域医療連携課14 3月8日 王寺町観光PRイベント 奈良公園バスターミナルレクチャーホール 奈良公園室15 3月11日 関係人口創出イベント ミッドスタンド東京 奥大和移住・交流推進室16 3月11日 木造住宅耐震診断員登録講習会 奈良県文化会館小ホール 建築安全推進課17 3月12日～13日 コミュニティナースプロジェクト先進地視察 島根県雲南市各所 奥大和移住・交流推進室18 3月13日 木造住宅耐震診断員登録講習会 奈良県文化会館第１会議室 建築安全推進課19 3月16日 第4回「面倒見のいい病院」について考えるシンポジウム なら100年会館 地域医療連携課20 3月21日 創業初心者セミナー「夢をかなえる土曜塾」 ミグランス 産業政策課

　　　延期する行事・イベント一覧　　　延期する行事・イベント一覧　　　延期する行事・イベント一覧　　　延期する行事・イベント一覧



●休館 施設名 休館期間 部 課室県立美術館 2月28日から3月15日 地域振興部 文化振興課
万葉文化館 2月28日から3月15日 地域振興部 文化資源活用課
県立図書情報館 3月2日から3月15日 地域振興部 文化資源活用課●一部休館施設名 休館期間 部 課室視覚障害者福祉センター 2月28日から当分の間 福祉医療部 障害福祉課

2月27日から3月20日
2月28日から3月20日

県営競輪場 2月27日から当分の間 産業・雇用振興部 地域産業課同和問題関係史料センター 3月2日から3月31日 教育委員会 人権・地域教育課展示室の利用停止

展示・貸館業務等を行う県有施設の休館状況等について展示・貸館業務等を行う県有施設の休館状況等について展示・貸館業務等を行う県有施設の休館状況等について展示・貸館業務等を行う県有施設の休館状況等について令和２年２月２８日（金）１５時現在

休館内容
自由利用のジョギング＆サイクリングステーションのストレッチルーム、サロンの使用中止
・無観客でレースを実施し、場での車券販売は休止、一般の方の場内立入原則禁止。・場外車券売場、スタンド等は使用停止。・期間は未定。

・センター内でのボランティアのグループ活動を一時停止・研修室の使用を一時停止（必要性等から使用可の場合有）
県立橿原公苑 ジェイテクトアリーナ奈良トレーニングルーム及び多目的グラウンドの一般個人利用を中止 くらし創造部 スポーツ振興課



疑似症と診断された場合、
検査や入院となります

県民のみなさまへ
～新型コロナウイルス感染症についての相談や受診の流れ～

次のいずれかの症状がある方で、まだ医療機関を受診していない場合は、
重症化するリスクを避けるため、「帰国者・接触者相談センター」へご相談ください。
○ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）

○ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
高齢者や基礎疾患等のある方※、妊婦の方は、上の状態が２日程度続く場合

かかりつけ医や、
お近くの医療機関の指示
に従い、マスクを着用する
などして受診して下さい

原因不明の肺炎などは、
医療機関から保健所に
相談します

発熱等の風邪症状がある方 次のような方は「帰国者・接触者相談
センター」へ電話相談して下さい
○ 流行地（中華人民共和国湖北省・浙江省、大韓民国大邱広域市・慶尚北道清道郡）との
つながりがある方

○ 職場や旅行先等の状況で、新型コロ
ナウイルス感染の不安がある方

まずは、かかりつけ医やお近くの
医療機関に電話相談して下さい

受診

※次のような方は、気になる症状があればかかりつけ医にご相談ください。・高齢者・糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

帰国者・接触者相談センター

感染が疑われる場合は、
保健所が、帰国者・接触者外来
に受診調整しますので、指示に
従って下さい

相談

感染が疑わ
れる場合

令和２年２月２７日版

感染が疑われない場合

奈良県福祉医療部医療政策局



新型コロナウイルス感染症に関する新型コロナウイルス感染症に関する新型コロナウイルス感染症に関する新型コロナウイルス感染症に関する
県⺠向け電話相談窓⼝について県⺠向け電話相談窓⼝について県⺠向け電話相談窓⼝について県⺠向け電話相談窓⼝について

■帰国者・接触者相談センター

相談窓口 電話番号 FAX番号 対応時間
奈良県庁 ０７４２-２７-１１３２ ０７４２-２２-５５１０ 平日 ８：３０～２１：００土・日・祝 １０：００～１６：００

■相談窓口の電話番号（一般的な相談）
新型コロナウイルス感染症について一般的なご相談は、こちらの窓口にお電話ください。

相談窓口 電話番号 FAX番号 対応時間
奈良県庁 ０７４２-２７-８５６１ ０７４２-２２-５５１０ 平日 ８：３０～１７：１５土・日・祝 １０：００～１６：００
奈良市保健所（最新の情報は奈良市ホームページでご確認下さい） 0742-95-58880742-95-5888 ０７４２-３４-２４８６0742-34-2321 平日 ８：３０～１７：１５土・日・祝 10:00～16:00

奈良県郡山保健所 0743-51-0194 ０７４３-５２-６０９５ 平日 ８：３０～１７：１５
奈良県中和保健所 0744-48-3037 ０７４４-４７-２３１５ 平日 ８：３０～１７：１５
奈良県吉野保健所 0747-52-0551 ０７４７-５２-７２５９ 平日 ８：３０～１７：１５
奈良県内吉野保健所 0747-22-3051 ０７４７-２５-３６２３ 平日 ８：３０～１７：１５

最新の情報は、奈良県ホームページでご確認下さい。
（右のＱＲコードよりアクセス）

奈良県福祉医療部医療政策局

「新型コロナウイルス感染症を疑う要件」に該当される方※は、夜間でも保健所での電話対応が可能です。

次のような方は、こちらに電話相談して下さい。
○ 流行地（中華人民共和国湖北省・浙江省、大韓民国大邱広域市・慶尚北道清道郡）とのつながりがある方
○ 職場や旅行先等の状況で、新型コロナウイルス感染の不安がある方
○ 風邪の症状や発熱が4日以上続いている、強いだるさや息苦しさがある方で、まだ医療機
関を受診していない方 など

※「新型コロナウイルス感染症を疑う要件」とは次のア～エのいずれかです。 （現時点での定義であり、今後変更する可能性があります。）症状 接触歴などア 発熱（37.5℃以上）または呼吸器症状 発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触したイ 発熱（37.5℃以上）かつ呼吸器症状（肺炎を疑わせる） 発症前14日以内に中華人民共和国湖北省・浙江省、大韓民国大邱広域市・慶尚北道清道郡の渡航歴があるウ 発熱（37.5℃以上）かつ呼吸器症状（肺炎を疑わせる） 発症前14日以内に中華人民共和国湖北省・浙江省、大韓民国大邱広域市・慶尚北道清道郡滞在歴のあるものと濃厚接触をしたエ 渡航歴に関わらず、３７．５℃以上の発熱かつ入院を要する原因不明の肺炎



＜感染経路の特徴＞

◆これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの８割の方は、他の人に
感染させていません。
◆一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーの
ゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは、一人の感染者が複数に感染
させた事例が報告されています。

このように、集団感染の共通点は、特に、

「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定

多数の人が接触するおそれが高い場所」です。

感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。
この段階では、濃厚接触者を中心に感染経路を追跡調査することにより感染
拡大を防ぎます。

今重要なのは、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、

小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことの防止です。

※「小規模患者クラスター」とは

感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

国民の皆さまへのお願い

◇ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる

ことを避けてください。

◇ イベントを開催する方々は、風通しの悪い空間や、人が至近距離で会話する
環境は、感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催

の必要性について検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間

をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫してください。

これらの知見は、今後の疫学情報や研究により変わる可能性がありますが、現時点で最善と
考えられる注意事項をまとめたものです。

厚生労働省では、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門
家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専
門家で構成される「クラスター対策班」を設置し、各地の支援に取り組んでいます。

令和2年3月1日版



（一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変）令和2年３月１日版

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

家庭内でご注意いただきたいこと
～８つのポイント～

個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも
2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。

ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。
トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

部屋を分けましょう

 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、

妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてください。

感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外
す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。

マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。
（アルコール手指消毒剤でも可）

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

マスクをつけましょう

こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしま
しょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにし
てください。

こまめに手を洗いましょう

裏面へ



定期的に換気してください。共有スペースや他の部屋も窓を開
け放しにするなど換気しましょう。

換気をしましょう

共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市販
の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の
目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%の
場合、水3Lに液を25mlです。））。

トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消
毒剤でこまめに消毒しましょう。
・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。

 洗浄前のものを共用しないようにしてください。
・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスク
をつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてくだ
さい。
・糞便からウイルスが検出されることがあります。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に
出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手
を洗いましょう。

ゴミは密閉して捨てましょう

 ご本人は外出を避けて下さい。
 ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を
し、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状が
あるときには、職場などに行かないでください。


