
岐阜県新型コロナウイルス感染症 

対策協議会（第７回） 

対策本部本部員会議（第１８回） 
 

 

日 時：令和２年７月３１日（金） 

                               １３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 今後の対応について  

・緊急対策  資料２  

   夏休みを迎える児童生徒等に対するメッセージ（参考資料１） 

大学等高等教育機関に対するメッセージ（参考資料２） 

 

 

 

３ その他 

・イベント開催方針の変更について  資料３  

「コロナ社会を生き抜く行動指針」変更案（抜粋） 
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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 川部　時文 副町長 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 藤井　弘之 副町長 ＴＶ
美濃市 堀部　　勉 副市長 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 副市長 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 小鍋　泰弘 副市長 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 企画部長 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
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海津市 市長 ＴＶ 白川村 村長 ＴＶ
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