
岐阜県新型コロナウイルス感染症 

対策協議会（第５回） 

対策本部本部員会議（第１４回） 
 

日 時：令和２年５月１５日（金） 

１４時３０分～  

場 所：県庁４階 特別会議室  

  

１ 県内の感染状況について 資料１ 

 

２ 国の緊急事態宣言の区域変更について 

資料２－１ 資料２－２ 資料２－３ 

 

３ 「緊急事態」総合対策から「新たな日常」対策へ 資料３ 

 

４ 感染防止対策の行動指針について 

  ・緊急事態措置の解除に係る対応 資料４－１ 

  ・コロナ社会を生き抜く行動指針 資料４－２ 

  ・県関係施設の開館・イベントの開催方針 資料４－３ 

  ・県博物館等の開館方針 資料４－４ 

・学校再開ガイドライン 資料４－５ 

 

５ 知事メッセージ 

「オール岐阜」でコロナ社会を生き抜きましょう！ 

資料５ 



市名 備考 町村名 備考

岐阜市 柴橋　正直 市長 県庁 岐南町 松原　秀安 町長 ＴＶ
大垣市 市長 ＴＶ 笠松町 古田　聖人 町長 ＴＶ
高山市 國島　芳明 市長 ＴＶ 養老町 町長 ＴＶ

多治見市 古川　雅典 市長 ＴＶ 垂井町 早野　博文 町長 ＴＶ
関市 尾関　健治 市長 ＴＶ 関ケ原町 西脇 康世 町長 ＴＶ

中津川市 青山　節児 市長 ＴＶ 神戸町 谷村　成基 町長 ＴＶ
美濃市 武藤　鉄弘 市長 ＴＶ 輪之内町 木野　隆之 町長 ＴＶ
瑞浪市 水野　光二 市長 ＴＶ 安八町 町長 ＴＶ
羽島市 市長 ＴＶ 揖斐川町 富田　和弘 町長 ＴＶ
恵那市 小坂　喬峰 市長 ＴＶ 大野町 町長 ＴＶ

美濃加茂市 伊藤　誠一 市長 ＴＶ 池田町 岡﨑　和夫 町長 ＴＶ
土岐市 加藤　淳司 市長 ＴＶ 北方町 戸部　哲哉 町長 ＴＶ

各務原市 浅野　健司 市長 ＴＶ 坂祝町 柴山　佳也 町長 ＴＶ
可児市 冨田　成輝 市長 ＴＶ 富加町 板津　德次 町長 ＴＶ
山県市 市長 ＴＶ 川辺町 佐藤　光宏 町長 ＴＶ
瑞穂市 市長 ＴＶ 七宗町 井戸　敬二 町長 ＴＶ
飛騨市 都竹　淳也 市長 ＴＶ 八百津町 金子　政則 町長 ＴＶ
本巣市 市長 ＴＶ 白川町 横家　敏昭 町長 ＴＶ
郡上市 日置　敏明 市長 ＴＶ 東白川村 今井　俊郎 村長 ＴＶ
下呂市 山内　登 市長 ＴＶ 御嵩町 渡邊　公夫 町長 ＴＶ
海津市 市長 ＴＶ 白川村 村長 ＴＶ

副会長 会長
会長 会長
会長 筆頭代表幹事

会長 理事長
岐阜県観光連盟 会長 大垣銀行協会 会長
岐阜県経営者協会 会長 支店長

次長
局長

教育長
警察本部長

会計管理者  

健康福祉部長

大橋　孝

堀　正
松井　聡

岐阜県新型コロナウイルス感染症
対策協議会（第5回）　対策本部本部員会議（第14回）　出席者名簿

日時：令和２年５月１５日（金）14:30～
場所：岐阜県庁４階　特別会議室

１　市町村
氏名等 氏名等

小川　敏

宇佐美 晃三

林　宏優
森　和之

藤原　勉

成原　茂

２　各種団体
団体名 氏名等 団体名 氏名等

松永　清彦

岐阜県医師会 河合　直樹 岐阜県商工会連合会 岡山　金平
岐阜県歯科医師会 阿部　義和 岐阜県中小企業団体中央会 今井　哲夫
岐阜県薬剤師会 日比野　靖 岐阜県経済同友会 中村　源次郎
岐阜県看護協会 石山　光枝 岐阜県商店街振興組合連合会 日比野 豊

岸野　吉晃 境　敏幸
小川　信也 日本政策金融公庫　岐阜支店 美馬　裕幸

商工組合中央金庫　岐阜支店 武内　秀樹

危機管理部長 渡辺　正信

井川  孝明

崎浦　良典

岐阜銀行協会 岐阜労働局 畑　俊一

清流の国推進部長 尾鼻　智

都市公園整備局長 湯澤　将憲

長尾　安博農政部長
観光国際局長

３　県
氏名 氏名

知事 古田　肇

船坂　徳彦

総務部長 横山　玄

都市建築部長 大野　真義

議長 森　正弘 矢本　哲也
厚生環境委員会委員長 広瀬　修

県土整備部長

商工労働部長

副知事 平木　省
副知事 河合　孝憲

朝倉　和仁

県民文化局長 市橋　貴仁
監査委員事務局長 三田村  俊史

岐阜県商工会議所連合会
村瀬　幸雄 会長

林政部長 荻巣　雅俊

兼山　鎮也

子ども・女性局長 北川　幹根

環境生活部長 西垣　功朗
人事委員会事務局長

労働委員会事務局長 桐山　敏通

健康福祉部次長（医療担当） 堀　裕行

安福　正寿
今林　寛幸

服部　敬議会事務局長

秘書広報総括監 篭橋　智基



令和2年5月15日（金）14:30～

出入口

岐阜県観光連盟　○　

○　岐阜県歯科医師会

岐阜県経営者協会　○　 農政部長

○　岐阜県医師会
観光国際局長

○　広瀬厚環委員長 商工労働部長

子ども・女性局長
○　森議長

県民文化局長

○　古田知事
環境生活部長

○　岐阜市長 危機管理部長

清流の国推進部長
○　平木副知事

大垣銀行協会　○　 総務部長

○　河合副知事
秘書広報総括監

○　教育長 健康福祉部課長

商工組合中央金庫岐阜支店　○　
健康福祉部課長

○　県警本部長

出入口

岐阜県新型コロナウイルス感染症

４階特別会議室

日本政策金融公庫岐阜支店　○　

岐阜労働局　○　

対策協議会（第５回）　対策本部本部員会議（第14回）　配席図

岐阜県商工会議所連合会　○　
岐阜銀行協会　　　 

岐阜県商工会連合会　○　

岐阜県中小企業団体中央会　○　

岐阜県経済同友会　○　

岐阜県商店街振興組合連合会　○　

○ 岐阜県薬剤師会岐阜県看護協会 ○

健康福祉部次長 ○ ○健康福祉部長

都市建築部長 県土整備部長 林政部長

議会事務局長 会計管理者 都市公園整備局長

労働委員会事務局長 監査委員事務局長 人事委員会事務局長


