
岐阜県新型コロナウイルス感染症 

対策協議会（第６回） 

対策本部本部員会議（第１６回） 
 

日 時：令和２年６月２２日（月） 

１５時３０分～  

場 所：県庁４階 特別会議室  

  

 

１ 県内の感染状況等について 資料１ 資料１－２ 

   

 

２ 「新たな日常」総合対策について  

  ・総合対策（案） 資料２－１ 

・６月補正予算（案） 

概 要  資料２－２ 

     予算内訳 資料２－３ 

 

 

３ 岐阜県感染症対策基本条例(案)について 

     概 要 資料３－１ 

     条 文 資料３－２ 

 

 

４ その他 資料４ 
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