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第１章 総論

第１章 総論
１ 作成目的
このマニュアルは、新型インフルエンザ等※が発生した場合における行政機関や医療
機関、県民や事業者の対応を取りまとめた「鳥取県新型インフルエンザ対策行動計画」
（平成２６年１月７日改定。以下「行動計画」という。）により、その際に県が行うべ
き対応をあらかじめ定めておくものである。これに基づき、新型インフルエンザ等対策
を迅速かつ的確に実施することにより、感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び
健康を保護するとともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響を最小限にとどめること
を目的とする。
県の各部局（地方機関を含む。以下同じ。）は、このマニュアルに定められた対応が
円 滑に実行できるよう、それぞれの所管業務に係るより詳細な対応マニュアルを整備
しておかなければならない。
※ 新型インフルエンザ等とは、次のものを総称したものである。（新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号、以下スペースの関係で表中「特
措法」などと省略する場合がある。）第２条による。）
① 新型インフルエンザ等感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）第６条第７
項）
・新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイ
ルスを病原体とするインフルエンザ）
・再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザが再興した
もので、現在大部分の国民が免疫を獲得していないインフルエンザ）
② 新感染症のうち感染力が強いもの（感染症法第６条第９項）

２

整理方針
このマニュアルでは、行動計画に定める流行規模及び被害を想定して、行動計画に定
める各発生段階(①未発生期 ②海外発生期 ③県内未発生期（国内発生早期、国内感染期）
④県内発生早期（国内発生早期、国内感染期） ⑤県内感染期（国内感染期） ⑥小康期)
ごとに県が行う対応を、行動計画に定める対策の柱(①実施体制 ②サーベイランス・情
報収集 ③情報提供・共有 ④予防・まん延防止（予防接種） ⑤医療 ⑥県民生活及び県
民経済の安定の確保)に沿って整理した。
なお、本県の社会・経済機能を維持するためには県の業務も維持・継続していかなけ
ればならないが、これについては、別途「鳥取県庁業務継続計画」が改正され、新型イ
ンフルエンザ等対応が追加されたので、このマニュアルには記載していない。新型イン
フルエンザ等が発生し緊急事態となった場合でも、県は、県民の生命や身体を守り、県
内の経済活動への影響を最小限に抑えるために、県庁の機能を維持することが求められ
ており、この計画を発動させて対応することとなる。
また、警察本部は県と連携しながら、別途対策を講じることから、同様に記載してい
ない。
県内発生の初期段階では、新型インフルエンザ等の「地域封じ込め対策」を実施する
ことも考えられる。これは、いわば地域的な隔離を目的とするものであり、封じ込めの
対象となる地域住民の行動は大きく制限され、生活にも深刻な影響が生じる。従って、
１
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長期間継続するのは困難であり、人々の活動が広域化している今日、実施可能な地域も、
周囲から隔絶された山間集落などに限られる。このように特殊な対策であることから、
その整理についても、このマニュアルとは別途に行うこととした。
※ 発生段階の（ ）は、新型インフルエンザ等対応政府行動計画の区分

３

病原性の低い新型インフルエンザへの対応
行動計画においては、病原性の高い新型インフルエンザと低い新型インフルエンザへ
の対応については、区別せずに記載している。これは、病原性の高い場合を念頭に置き
つつ、低い場合等様々な状況に対応できるよう、対策の選択肢を示すものであるからで
ある。
ただし、病原性が低い新型インフルエンザであることが明確な場合には、医学的な見
地のもと、必要に応じて規制の内容や対策を緩和して、県民生活や経済活動と新型イン
フルエンザ等対策とのバランスを取るという視点で運用することも必要である。
なお、特に病原性が低い場合に限った対応については、その旨を明示して記載するこ
ととする。
なお、病原性の低い新型インフルエンザも、新型インフルエンザウイルスによるものな
ので、殆どの人に免疫がなく、感染力は通常の季節性インフルエンザより強いが、大抵の
人は罹患しても軽症で済む。ただし、妊婦や乳幼児、高齢者、基礎疾患のある者等は重症
化するおそれがあり、子どもの場合、季節性のインフルエンザと同様に脳症に至ることも
あるので、注意が必要である。

４

見直し

新型インフルエンザ等の発生から流行・まん延そして終息に至る経過は、必ずしも予
測どおりに展開するものではなく、その予測自体も最新の状況や情勢の変化により変更
される。本マニュアルは、あくまで作成時点における予測及び状況に基づいて作成した
ものである。
その後の状況の変化、各種訓練で顕在化した問題点の検討結果や成果等を踏まえて柔
軟に修正し、より一層実効性のあるマニュアルに深化させる必要がある。

２
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第２章 各期共通
１

実施体制

（１）情報連絡室
鳥取県危機管理対応指針に基づき、情報連絡体制を強化するため、危機管理局に
情報連絡室を設置し、緊急対応チームを招集して情報の共有及び必要な対応を行う。
（２）鳥取県新型インフルエンザ等対策会議
ア 招集
海外等でヒト－ヒト感染が継続する等、新型インフルエンザ等の発生が疑われ
る場合は、福祉保健部は危機管理局と連携して直ちに鳥取県新型インフルエンザ
等対策会議（以下「県対策会議」という。）を招集する。
イ

会議の編成
会議の議長は知事とし、参加者は鳥取県新型インフルエンザ等対策本部（以下
「県対策本部」という。）の本部員とする。

ウ

協議事項
① 新型インフルエンザ等に係る各部局の役割の確認
② 各部局の対策の準備状況の確認
③ 庁内の連絡体制の確立
④ 関係機関との連絡体制の確認
⑤ その他必要な事項

（３）鳥取県新型インフルエンザ等対策本部
ア 設置
海外等で新型インフルエンザ等が発生した場合には、鳥取県新型インフルエン
ザ等対策本部（以下「県対策本部」という。）を設置し、総合的な対策を全庁的
に推進する。県対策本部は、知事を本部長とし、司令部及び実施部により編成す
る。
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鳥取県新型インフルエンザ等対策本部 体制図
本部長（ 知事）

対策本部会議

専門家アドバイザー
副本部長（副知事・統轄監）

実施部（各部局等）

司令部
総
合
調
整
及
び
各
対
策
の
進
捗
管
理
等

司令（原子力安全対策監）
副司令（健康医療局長）

総 括 班 ・班 長 危機対策・情報課長
・副班長 健康政策課 感染症・新型インフルエンザ対策室長

社医
会療
対対
応応
担担
当当

班長

班長

班長

班長

班長

班長

※
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
次
長
級
会
議
等
を
活
用

班長

社医
会療
対対
応応
担担
当当

総務班

情報班

運用班
社医
会療
対対
応応
担担
当当

広
報
班

班員

班員

班員

班
員

元気づくり総本部
危機管理局
総務部
地域振興部
観光交流局
福祉保健部
生活環境部
商工労働部
農林水産部
県土整備部
会計管理者
総合事務所
※ 東部圏域において
は 東部振興監

企業局
病院局

教育委員会
警察本部

新型インフルエンザ等対策本部次長級会議
１ 役 割
・専門的分野からの意思決定に基づく会議を行い、福祉分野・医療分野・生活分野等総合的な観点から検討
事項を協議し方針を決定する。
・ また、対策本部で決定された方針に沿った具体的な施策実施についての各実施部の調整の場とする。
２ 構成員
会長：原子力安全対策監 副会長：健康医療局長
構成員：各部局次長（主管課長）、東部振興課長、中部・西部総合事務所地域振興局長、庶務集中局長、
企業局経営企画課長、病院局長、教育委員会事務局次長、警察本部警備第二課長

イ

会議の開催
県対策本部会議は、テレビ会議（東部庁舎、各総合事務所、東京本部及び関西
本部等）を利用して開催し、十分な情報共有を図る。又市町村及び関係機関につ
いても、最寄りの会場で参加していただく。まん延により外出を控える状況とな
ったときは、非接触型会議が開催可能な Web 会議システムも併せて利用する。県
対策本部会議は、公開とする。

ウ 司令部の運営
新型インフルエンザ等の対策は、社会的対応と医療的対応とがあり、相互に密
接な関係があることから、司令部運営は、危機管理局が福祉保健部と密接に連携
4
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して実施するものとする。
（ア）構成
司令部は、総括班、運用班、情報班、総務班及び広報班で構成する。
（イ）編成
長期にわたる対応が予想されるため、他部局の協力を得て必要な要員を確
保するとともに、ローテーション勤務を行う。
（ウ）司令部要員の確保
総務部は、県対策本部が長期化することに備えるため、庁内全部局ローテ
ーション勤務要員を割り当てておく。
エ

司令部要員の感染防止と業務継続
関係職員は個人防護装具の装着に心がける。また、業務の実施に当たっては、分
散型作業等を実践して集団感染の防止を図る。また、本部員や司令部要員に罹患者
が発生することも予想されるので、あらかじめ代理者を指定しておく。

オ

総合事務所等の役割
総合事務所、東部振興監及び東部地区の地方機関（以下「総合事務所等」とい
う。）においては、県対策本部の設置に合わせて支部を設置し、県対策本部で決
定された対策を市町村と連携して重点的に実施する。

カ

鳥インフルエンザ対策本部との連携
新型インフルエンザが国内で発生した後においても、新たなヒトへの感染を防
ぐため、鳥インフルエンザ対策についても、迅速かつ的確に実施しなければなら
ないので、これとの連携には十分留意する。

キ

所掌事務の調整
あらかじめ予測されていた業務については、それを所掌する実施部が処理し、
司令部では進捗管理等を行う。当初予想されていなかった所掌が不明確な業務に
ついては、実施部間で調整し、調整がつかない業務については、司令部の総合調
整あるいは本部員会議で所管部を決める。
高度な専門的判断が求められる場合は、専門アドバイザーの意見を参考にする。

ク

その他
その他については、危機管理局が別に定める「鳥取県新型インフルエンザ等対策
本部マニュアル」による。
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新型インフルエンザ等対策本部 機能
自衛隊

警察

消防

県の対処能
力を超える
範囲

他自治体

総合調整
危機管理局・
福祉保健部

本部員会議
所掌がグレ
イなゾーン

総合調整
実施部（部局）間で調整できる範囲
総合調整

事前に見積
もられる範
疇

△△部

司令部

○○部

商工労働部

総務部

福祉保健部

調整

実施部

（４）県対策本部の設置基準
県対策本部は、次の場合に設置する。
① 海外又は国内で新型インフルエンザ等が発生、又は発生した 疑いがある場合
② 未発生期において、県内で鳥インフルエンザのヒトへの感染が確認された場合
③ 発生段階又は対策の方針を変更する場合
④ 政府が、本県を含む区域を対象として緊急事態宣言を出した場合
⑤ 政府において、大きな対応の変化があった場合
⑥ その他知事が必要と認める場合

県対策本部等の設置
レベル

情報の入手

新型 インフルエンザ

平常時

未発生期

危機管理局、
福祉保健部、
観光交流局

情報連絡室
（危機管理局強
化）

海外発生期
（WHO宣言）

国内発生期
（県外）

県内発生
期

大規模流行期

新型インフルエンザ等対策本部
疑いがあ
る場合

• 通常のイン
フルエンザ
対策

本部長：知事
副本部長：副知事、統轄監
緊急対応チーム

＜司令部＞
司令：原子力安全対策監
副司令：健康医療局長

• 新型への
事前準備

確認された
場合
トリ→ヒト

高病原
性鳥イン
フルエン
ザ

新型インフルエンザ等対策本部

感染

県内 発生
トリ→トリ

高病原性鳥インフルエンザ対策本部
本部長：知事

感染

県内 発生

準拠指針

• 鳥取県高病原性鳥インフルエン
ザ対応指針
• 通常のインフルエンザ対策

目的

新型インフルエンザ
出現防止

鳥取県新型インフルエンザ等対策行動計画
（平成２６年１月７日策定）
新型インフルエンザ進入阻止
及び県内発生早期把握
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感染コントロー
ル及び
被害最小化
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（５）各部局（実施部）の業務
ア 各部局の専管業務
担当部局
業
務
元気づくり総 ・広報の統括に関すること
本部
危機管理局
・県対策本部の運営に関すること
・実施部間の総合調整に関すること
・消防局、自衛隊その他の防災関係機関との連携に関すること
・ガスの安定供給のための支援に関すること
総務部
・職員の管理（健康管理を含む。）に関すること
・庁舎の管理に関すること
地域振興部
・公共交通の確保のための支援に関すること
・私立学校、高等教育機関における感染予防・まん延防止に関するこ
と等
観光交流局
・観光事業者からの情報(発生地域との間の観光客の出入り状況等)
の収集に関すること
・観光事業者に対する情報提供と発生地域での観光宣伝活動等の自粛
要請に関すること
・旅行者に対する情報提供と観光の自粛要請に関すること
・県内に滞在する外国人及び発生国に滞在する県民に対する情報提
供、帰国等の支援に関すること
・発生地域との文化的・観光的・国際的な人的交流の縮小等に関する
こと
福祉保健部
・健康に関する相談対応や感染予防策の普及啓発に関すること
・防疫対策の統括及び医療提供体制の確保に関すること
・福祉施設、私立幼稚園等における感染予防・まん延防止に関するこ
と
・高齢者、障がい者、在宅難病者、妊産婦、乳幼児等などに対する支
援に関すること
・抗インフルエンザウイルス薬の適正な流通の確保に関すること
・まん延防止のための福祉施設等の臨時休業等の要請に関すること
・新型インフルエンザワクチンの予防接種に関すること
・日本赤十字社鳥取県支部への情報提供に関すること
・患者搬送体制の確保に関すること
生活環境部
・インフルエンザウイルスの検査に関すること
・上下水道、感染性産業廃棄物の処理、埋火葬等の確保と、そのため
の支援に関すること
・食品関係の事業者等に対する感染予防策の周知に関すること
・食品その他の生活必需品及び応急対策用品(家庭用、事業所用マス
ク、消毒液)の流通確保と、そのための支援に関すること。
（食品等
の製造業者や小売業者への情報提供、事業継続の要請 等）
・県営住宅の入居者に対する情報提供に関すること
・生活関連物資に係る消費者物価に関すること
・その他県民生活の安全・安心の確保に関すること
商工労働部
・企業活動の維持（事業継続）
・復旧のための支援及び雇用の確保に関すること
7
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・企業活動立て直しに対する融資に関すること
・感染拡大防止のための企業活動の自粛要請等に関すること
農林水産部
・食料等の確保と、そのための支援に関すること（農協、漁協等への
情報提供、農水産物出荷の要請等）
・農業経営立て直しに対する融資に関すること
・感染拡大防止のための農協等に対する事業活動の自粛要請等に関す
ること
・農業者等の研修教育施設における感染拡大防止に関すること
県土整備部
・新型インフルエンザ等の県内侵入を阻止するための水際対策への支
援に関すること（港湾・空港関係者に対する情報提供、乗客等への
感染予防策の普及啓発等）
会計管理者
・出納機能の確保に関すること
企業局
・電力供給の確保と、そのための支援に関すること
・工業用水の確保に関すること
病院局
・県立病院における医療提供の確保に関すること
教育委員会
・感染拡大防止のための学校その他の教育関係施設の臨時休業等に関
すること
・公立学校及び鳥取大学附属学校部における感染予防、まん延防止に
関すること
東京本部
・関係省庁との間の情報交換(収集・提供)及び対策に係る連絡調整に
名古屋代表部
関すること
関西本部
・県外からの情報の入手に関すること
・県外に滞在する県民等との連絡・情報提供に関すること
総合事務所等 ・管内市町村との間の情報交換及び対策に係る連絡調整に関すること
※東部振興監 ・各医療圏域における防疫対策の総括・実施及び医療体制の確保に関
含む。
すること
・帰国者・接触者相談センターの設置・運営に関すること
・疫学調査の実施及び患者や濃厚接触者への指導（外出自粛等）に関
すること
・まん延防止のための福祉施設等の臨時休業等の要請に関すること
・その他管内の県民への指導・支援に関すること
イ

各部局に共通の業務
発生段階
業
務
未発生期
・部局内における当面の対応方針等の検討
・関係機関、団体との間の情報収集及び県民への情報提供
・訓練の実施
海外発生期 ・対策の判断に役立てるための発生状況、特徴等の情報収集
・感染予防策の職員への周知徹底
・所属職員(特に、最近発生国へ渡航した職員)の毎日の健康状態の把
握
・所属職員の発生国への渡航状況の確認
・最近発生国に渡航した職員に疑わしい症状がある場合における、帰
国者・接触者相談センターへの相談等の指導
・所属職員の発生国への出張中止の指示、旅行自粛の指導
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県内未発生期 ・県民１人１人がとるべき行動についての積極的な情報提供
（国内発生早
期、国内感染
期）
県内発生早期 ・所管事業に係る広域的な集客イベントの開催自粛
（国内発生早 ・職場における感染防止措置
期、国内感染 ・感染拡大による出勤不能職員の増加に対する部局内の業務維持対策
期）
（業務の優先順位づけ、必要な業務の維持、不急業務の休止等）
・最近発生地域に出かけた職員に疑わしい症状がある場合における、
帰国者・接触者相談センターへの相談等の指導
・所属職員の発生地域への出張中止の指示、旅行自粛の指導
県 内 感 染 期 ・所管事業に係る集客イベントの中止・延期及び所管の集客施設の臨
（ 国 内 感 染 時休業
期）
・所属職員に疑わしい症状がある場合における、帰国者・接触者相談
センターへの相談等の指導
小康期
・対策の順次縮小・停止
・業務の早期平常化
・第２波発生の早期探知のための情報収集
ウ 各部局主管課に共通の業務
発生段階
業務
未発生期以降 ・部局内の各課室及び地方機関との連絡調整
・部局内における対応状況の県対策本部司令部への報告
県内発生早期 ・部局内における業務運営状況の県対策本部司令部への報告
（国内発生早 ・感染拡大による出勤不能職員の増加に対する部局内の業務維持対策
期、国内感染 （他部局への職員派遣要請、臨時的な人員配置の見直し等）
期）以降
・部局内の各課室に対する、それぞれの所管業務に関連する市町村、
関係団体等の事業の自粛要請等の指示
（６）財政措置
ア 予算措置
新型インフルエンザ等対策は、状況に即応して緊急に実施する必要があるので、
その経費は、可能であれば既定経費の流用や予備費の充当で賄うほか、必要なら臨
時議会を召集して速やかな予算措置を行う。
イ 会計処理
新型インフルエンザ等対策に要する物品の購入や業務の委託等についても、契約
及び会計事務を迅速に処理するため、緊急時に可能とされる手続き等によるものと
し、関係部局はあらかじめその準備をしておく。
ウ 使用料の減免等
新型インフルエンザ等がまん延して経済的影響が深刻になった場合等には、通常
どおり県税や使用料・手数料等を徴収するのが適当でなくなることもある。そのよ
うな場合には、徴収猶予や減免も検討する必要がある。
また、市町村や医療機関、事業者等が、新型インフルエンザ等対策を行う上で県有
財産の使用が必要となり、その許可等を求めてきた場合には、可能な範囲で基準緩和
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や迅速処理を行う。
（７）訓練の実施
ア 県対策本部訓練の実施
福祉保健部は、危機管理局と連携して、初動対応を的確に実施する体制を整える
ため、年１回程度県対策本部訓練を実施する。
イ 機能別訓練の実施
総合事務所福祉保健局及び東部福祉保健事務所（以下「福祉保健局」という。）
は、年１回程度患者搬送や資機材使用等の熟達その他の訓練を実施する。
（８）連携
ア 関係機関との連携等
福祉保健部は、感染症指定医療機関、帰国者・接触者外来協力医療機関、入院協
力医療機関、指定地方公共機関及び検疫所との連携体制を整備、維持するため、名
簿を作成し、緊急時の窓口となる担当者及び連絡先等を把握しておくものとする。
また、必要に応じて、これらの機関と情報伝達訓練の実施に努める。
イ 広域連携
本県においても、日常的に通勤、通学等で県域を越えて生活している実態がある。
また、経済活動により、中国地方や関西地域との人の往来も相当ある。新型インフ
ルエンザ等対策においては、自県での対策のみならず、近隣の府県との広域連携が
重要になってくる。
広域連携は、危機管理局が窓口となり、中国地方知事会、関西広域連合等との連
携を進める。
当面、インフルエンザ等発生情報の共有、広域公共交通機関の感染防止対策、医
薬品や医療資機材等の広域調整等の分野での連携を想定している。

２

サーベイランス・情報収集

（１）サーベイランス
新型インフルエンザ等への対策を迅速・的確に実施するためには、その発生をい
ち早く察知し、いったん発生した後は、感染の拡大状況、症状やウイルスの特性を
正確に把握する必要がある。そのため、農林水産部、福祉保健部、福祉保健局及び
衛生環境研究所は、発生段階に応じ、国や医療機関等と連携して次のようなサーベ
イランスを実施し、県内外の関係情報を速やかに入手し、その結果を関係者に迅速
かつ定期的に還元し、効果的な対策に結びつける。また、サーベイランスの結果は
公表するものとする。
なお、未知の感染症である新感染症に対するサーベイランスは現時点では行って
いないため、次表については新型インフルエンザに限って記載している。
実施時期
サーベイランスの種類
未 発 生 海 外 発 県 内 未 県 内 発 県 内 感 小康期
期
生期
発生期 生早期 染期
家きん、豚等におけるインフ
○
○
○
○
○
○
ルエンザサーベイランス
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患者発生サーベイランス
（季節性インフルエンザ）
ウイルスサーベイランス
疑い症例調査支援システム
インフルエンザ入院サーベ
イランス

○

○

○

○

○

○

○
△
△

○
○
△

○
○
○

○
○
○

○
×
○

○
×
×

インフルエンザ学校サーベ
イランス

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

アウトブレイクサーベイラ
△
ンス（クラスターサーベイ
ランス）
パンデミックサーベイラン
△
ス
予防接種副反応迅速把握シ
△
ステム
臨床情報共有システム
△
○：実施
△：実施準備

△

○
×：不実施

・家きん、豚等におけるインフルエンザサーベイランス
動物のインフルエンザ感染状況を調査し、ウイルスの変化やヒトに感染する新型イ
ンフルエンザの発生を探知するもの。
・患者発生サーベイランス（季節性インフルエンザ）
指定届出機関でインフルエンザと診断された患者の報告を求めることで全体の流
行状況を把握するもの。鳥取県内では２９の医療機関が指定届出機関となっている。
・ウイルスサーベイランス
インフルエンザウイルスの型・亜型、抗原性、抗インフルエンザウイルス薬へ
の感受性等を調べることにより、病原性などウイルスの性質の変化を把握し、診
断・治療方針に役立てるもの。
・疑い症例調査支援システム
新型インフルエンザに感染した疑いがある患者に関する情報を登録し、疫学的なつ
ながりや症状から新型インフルエンザ患者を発見するもの。
・インフルエンザ入院サーベイランス
新型インフルエンザ患者の入院事例を把握し、症例情報の提供や発生した新型イン
フルエンザウイルスの変化を把握するもの。
・インフルエンザ学校サーベイランス
インフルエンザによる学校休業の実施状況を調査し、感染が拡大しやすい集団生活の場におい
ていち早く流行のきっかけを捉えるもの。
・アウトブレイクサーベイランス（クラスターサーベイランス）
地域や医療機関で複数の患者が発生した事例を把握し、集団感染の発生を検知する
もの。
・パンデミックサーベイランス
感染症発生動向調査のうち新型インフルエンザについて調査するもの。発生初期で
はすべての患者の数と症例を把握し、県内発生期及び大規模流行期から小康期までの
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間にあっては、指定届出機関において外来患者数等を把握する。
・予防接種副反応迅速把握システム
予防接種の副反応の状況を把握しワクチンの安全性を確認や副反応が出た場合の
対策に役立てる。プレパンデミックワクチンやパンデミックワクチンの接種が開始さ
れた場合に運用する。
・臨床情報共有システム
未知の疾患について、数々の症例情報を蓄積･共有することにより、医師の診断や
治療の助けとするもの。なお、臨床情報共有システムは、平成２１年９月現在ではシ
ステムが整備されておらず、平成２１年４月に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ
１Ｎ１）では運用されていない。
（２）情報収集の方針
各発生段階において有用性・必要性の高い情報を優先して収集する。
そのため、新型インフルエンザ等が発生していない段階においては、初動対応を
円滑に行うため、発生を疑わせるような海外等の情報を、鳥等のインフルエンザに
関するものも含めて幅広く収集する。
新型インフルエンザ等が発生した後は、発生地域における感染拡大の状況や社会
経済への影響状況、それらに対する対策、新型インフルエンザの特性等に関する情
報を重点的に収集し、効果的な対策展開に役立てる。
（３）情報収集系統
ア 国との連携
（ア）各部局及び東京本部は、
「新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する
関係省庁対策会議」の構成員である関係省庁から情報を入手する。
情報入手先
収集担当部局
内閣官房
内閣審議官（新型インフルエンザ等対策室、内閣 危機管理局
広報室、内閣情報調査室、危機管理審議官）
福祉保健部
元気づく総本部
内閣府
政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）地域振興部
食品安全委員会事務局長
生活環境部
金融庁
総務企画局総括審議官
商工労働部
総務省
大臣官房長
総務部
消防庁
次長
危機管理局
法務省
入国管理局長
観光交流局
外務省
大臣官房地球規模課題審議官、領事局長
観光交流局
財務省
大臣官房総括審議官
総務部
文部科学省 総括審議官、スポーツ・青少年局長
教育委員会
厚生労働省 大臣官房技術総括審議官､健康局長､医薬食品局 福祉保健部
食品安全部長
農林水産省 大臣官房総括審議官、消費・安全局長
農林水産部
経済産業省 大臣官房技術総括審議官
商工労働部
資 源 エ ネ ル 長官
生活環境部
ギー庁
原 子 力 規 制 次長
危機管理局
庁
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中小企業庁
国土交通省

長官
商工労働部
航空局長、大臣官房危機管理・運輸安全政策審議 県土整備部
官、港湾局長
海上保安庁 次長
危機管理局
環境省
自然環境局長
生活環境部
防衛省
大臣官房衛生監、運用企画局長
危機管理局
（イ）新型インフルエンザ等の発生等に関する情報(次表に掲げるようなもの)は、
次のようにして国と共有するものとする。
・国から県への情報提供は、ＦＡＸ送付と一斉メールを併用して行われる予定
であり、国が情報の送付先を特定の上、あらかじめ県に周知する予定である。
得られた情報は、受領した部局が速やかにデータベースに入力し、庁内での
情報共有を図る。
・県から国への情報提供に当たっては、原則文書化し、メールで送付の上、送
付した旨を国の送付先担当者に電話連絡する。
・国と県の連絡においては、電話による伝達は極力避け、文書の送付等による
ものとする。
（ウ）国が発表する全国の発生状況に関する情報については、国内の流行地情報の把
握につながるよう、収集・情報整理を行うものとする。
※ ２００９年に発生した新型インフルエンザ対策においては、国が感染拡大
防止措置を講ずるために、市区町村単位で「患者や濃厚接触者が活動した地
域等」の範囲を定めて公表していたので、流行地情報としてはこのような情
報の収集は有効である。
【国と共有すべき情報】
・記者発表事項(全国の発生状況に関する情報等)
国→県
・新型インフルエンザ等に関する最新の知見
・感染症法に基づき報告する事項
県→国
・記者発表事項(県内の発生状況に関する情報等)
イ

保健医療関係の情報収集
福祉保健部及び福祉保健局は、次のような体制で新型インフルエンザ等に係る
保健医療関係の情報を収集する。なお、収集した情報は、全庁的に共有するもの
とする。
（ア）福祉保健局は、新型インフルエンザ等の発生前から、関係情報の収集担当者
を設定しておき、常時最新情報の収集に当たらせる。県内等で発生した後は、
管内における発生状況等に関する情報(次表に掲げるようなもの)を重点的に収
集させる。
（イ）福祉保健部は、福祉保健局及び衛生環境研究所が収集した情報の集約及び分
析を行う。新型インフルエンザ等が県内等で発生した後は、部内に情報収集・
解析部門を設置し、衛生環境研究所(県感染症情報センター)や福祉保健局等が
収集した情報とウイルス学的検査等で得られた検体情報を集約して疫学的分析
を行う。
（ウ）新型インフルエンザ等の発生前から、医師会等を通じて医療機関に対し、発
生状況の報告体制の強化を呼びかけておき、それら関係機関との情報連絡網を
活用して必要な情報を入手する。
【新型インフルエンザ等が発生した場合に収集すべき情報】
情報収集内容
情報源
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・発生地域
・感染症法に基づく届出
・発生日時
・医療機関等からの報告
・病原体の特定状況(確定例又は疑似症例)
・その他
・健康被害の状況(感染の広がり、重症例・死亡例の広
がり)
・健康被害の内容(症状の内容・重症度)
・現地での対応状況(初動体制、具体的対応内容)
・住民の反応状況
・発信情報の情報源・信頼度
ウ

発生情報の収集系統

（４）公表情報の活用
関係機関においては、次のとおりインターネットを通じて新型インフルエンザに
関する情報を公表している。各部局は、必要な情報を入手するため、これらも積極
的に活用するものとする。
情報の種類
情報の入手先
県内の情報
・県のホームページ
・市町村ホームページ
国の情報
・厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/
・国立感染症研究所
http://www.nih.go.jp/niid/index.html
・国立感染症研究所の感染症情報センター
http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
・検疫所
http://www.forth.go.jp
・外務省海外安全ホームページ
14
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海外の情報

http://www.anzen.mofa.go.jp
・世界保健機構（ＷＨＯ）
http://www.who.int/en/
・鳥インフルエンザ
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

・インフルエンザ
http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/

なお、各部局が収集した情報は、新型インフルエンザ電子会議室等のデータベース
に入力して全庁的に共有する。

３

情報提供・共有

（１）広報
ア 手段
項目
県による広報活動

内

容

・記者会見
＊新たな段階へと移行する場合、県対策本部において重
要な方針を決定した場合などには、知事自ら記者会見
（感染防止上必要な場合は、テレビ会議等の非接触型
とすることも検討）
・資料提供
・テレビ・新聞・ラジオ等の広告
・ポスター、パンフレット、ちらし
・広報紙(県政だより)
・ホームページ
新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 専 用 サ イ ト
http://www.pref.tottori.lg.jp/influenza/

報道機関による報道
イ

鳥 取 県 の イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策
http://www.pref.tottori.lg.jp/influ/
テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット

体制
福祉保健部、危機管理局
元気づくり総本部（広報課）
及び関係部局
記者発表、資料提供 ・資料の作成、情報提供 ・必要に応じて報道機関と日
時、方法を調整
新聞、テレビ、ラジオ ・原稿の作成
・契約広報枠の活用
の広告
ホームページ
・必要な情報の掲載と更新 ・専用サイトの運営支援
・専用サイトの管理（危機 ・とりネット注目情報等とし
管理局）
てトップページに頭出し
・とりネット CMS 等に情報
を掲載し、必要に応じピ
ックアップを指定(関係
部局)
項目

15

第２章 各期共通

・とりネット CMS 本体及び
公開ドミノから関連情
報を RSS で受信し、専用
サイトへ自動的に掲載
県政だより
・資料を提供し、取材に対 ・取材及び原稿の作成
応
市町村を通じた広報 ・原稿を作成し、掲載等を
（防災行政無線、市町 依頼
村広報紙）
関係団体を通じた広 ・原稿を作成し、掲載等を
報
依頼
（２）報道対応（記者発表、資料提供）
報道機関に記者発表や資料提供によって情報を提供することは、県民に必要な情
報を提供する上で非常に効果的である。ただ、新型インフルエンザ等に関する情報
は、医学的・専門的な内容にわたるものも多く、プライバシー保護や事業者の風評
被害防止等への配慮も必要なことから、福祉保健部及び危機管理局は、元気づくり
総本部と連携して次のように対応する。
ア 実施方法
（ア）記者発表や資料提供は、県対策本部が設置されるまでは随時に行うが、その
設置後は定例的に行う。
なお、設置前においても、できれば次回の実施時期を予告し、状況によって
は早期に定例化する。
（イ）記者発表は、海外発生期までは災害対策本部室で、国内発生期以降は原則と
して非接触型で行う。資料提供は、国内発生期以降は感染予防のため極力メー
ル、ファクシミリを活用して行う。
（ウ）社会的に影響の大きい施策、専門的な内容の発表に際しては、原則として専
門アドバイザーの意見を添える（同席、別途ブリーフィング等による）
。
イ ルール確認
対策に支障を生じない範囲で円滑な取材ができるよう、報道機関（県政・教育・
司法各記者クラブ、ケーブルテレビ各社）と次の事項を確認し合っておくものと
する。
□記者と取材を受ける職員等の感染防止措置
□個人情報の取扱い
□執務室への入室、取材の制限
□取材場所や取材方法の制限
□他県の報道機関や記者等への対応
□その他必要な事項
ウ 発表(提供)の内容等
記者発表や資料提供を行う際には、その内容等について次の事項を確認してお
く必要がある。
□どの時点の状況か
□責任ある情報か
□報道機関に要請することはないか
16
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□次の発表予定はいつか
（３）新型インフルエンザ等専用サイト
元気づくり総本部(広報課)は、県民が新型インフルエンザ等に関する情報を入手
する際の入り口となる専用サイトをあらかじめ準備し、県内で発生した時には、と
りネットＣＭＳ本体及び公開ドミノから関連情報をＲＳＳで受信して自動的に掲載
する。そこに掲載する内容は、次のとおりとする。
掲載項目
内
容
新 型 イ ン フル エ 発生状況（県内、国内、海外）
、基本的知識、検討中
ンザ等の状況
感染予防策
社会活動の状況 電気・上下水道・ガス、交通・通信、輸送・ 検討中
流通、大規模集会、イベント
相談窓口
健康、医療に関する相談（帰国者・接触者 健康相談、帰国者・接
相談センター）
触者外来
行政、食料その他の生活必需品、産業、教 検討中
育等に関する相談
（４）障がい者等への配慮
危機管理局、元気づくり総本部、福祉保健部、観光交流局は、互いに連携して、
点字チラシ、音声媒体広報、ホームページ等の複数言語（韓国語、中国語、英語等）
表示など、視聴覚障がい者、高齢者等や在住外国人にも配慮したユニバーサルな情
報提供を行う。
また、観光交流局は、関係部局や医療機関と連携して、必要に応じ、相談窓口や
帰国者・接触者外来における通訳支援も行う。
（５）相談窓口
ア 帰国者・接触者相談センター
総合事務所等は、新型インフルエンザ等に関する様々な相談に応じる帰国者・
接触者相談センターを、海外発生期以降、福祉保健局内に設置する。
イ

一般相談窓口
また、元気づくり総本部（県民課）及び日野振興センターでは、通常業務の一
環として、可能な範囲内で新型インフルエンザ等関係の一般的な相談にも対応す
る。
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相談窓口

総合事務所各局等

県庁各部局等

総合相談窓口

事前の準備・範囲（Ｑ＆Ａ）で
回答できる範囲

•中・西総合事務所福祉保健局

•東部福祉保健事務所

一般相談窓口

帰国者・接触者
相談センター

県民

ウ

•県民課
•日野振興センター

学校等

医療機関

事業所

分野別相談窓口
各部局においても、それぞれの分野で関係する事業者や団体、県民からの相談
に応じるため、次のとおり分野別の相談窓口を設置する。
分野
担当部局
相談内容
生 活 必 生活環境部、 ・食肉・鶏卵等の安全性（間違った風評等の流布するような
需 品 の 農林水産部
場合）
供給
・食料、日用品等の需給動向、物価動向
・食料、日用品の入手できる所（店頭で品薄状態になった場
合）
産業、経 商工労働部、 ・事業の継続、中止の方法、是非、他社の動向
営
農林水産部 ・経営への影響、支援制度の活用
・職場での感染防止措置、従業員への対応
教 育 関 地域振興部、 ・学校等の臨時休業、学級閉鎖等の是非、他校の動向
係
福祉保健部、 ・修学旅行、校外活動、対外的な試験、試合等の実施状況
教育委員会 ・学校等での感染防止措置、児童・生徒や教職員への対応

（６）普及啓発
未知の感染症である新感染症については、感染症に合わせた対応が必要であるた
め、本項目（エを除く。）については新型インフルエンザに限って記載するが、新
感染症が発生した場合は、国や関係機関と連携し、適切な予防策を速やかに普及啓
発するよう努める。
ア 基本的な予防策
新型インフルエンザの感染予防対策は、基本的には通常のインフルエンザの予
防策と同一である。各部局は、関係する機関、団体や県民に対し、新型インフル
エンザの感染を予防するため、次のような対応をするよう啓発を行うものとする。
（ア）人混みへの外出時にはマスクを着け、帰宅後は手洗いを日常的に行うこと。
（イ）室内でもドアノブや手すり、取っ手など人がよく触れる所は、こまめに消毒
用アルコール等で清拭すること。また、部屋の換気もこまめに行うこと。
（ウ）人混みや繁華街への外出、流行している地域への旅行等は控えること。
（エ）発熱及び咳、くしゃみ、鼻水等の症状（以下「インフルエンザ様症状」とい
18
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う。）のある人は、他の人を感染させないよう、必ずマスクを着け、咳やくし
ゃみをするときはハンカチ、ティッシュ等で口と鼻をおさえたり、鼻をかんだ
手は直ちに洗うこと（以下「咳エチケット」という。）を励行すること。
（オ）手指消毒を行うため、家庭や不特定多数の人が出入りする施設、建物等には、
ポンプ式の消毒液を配置すること。
（カ）患者便からの感染を防止するため、乳幼児や介護者のおむつ替えの際には、注
意すること。（糞便処理の手順遵守、交換場所の固定、手袋の装着等）また、お
むつ替え後には、石けんや消毒剤を用いた手洗い及び消毒液による消毒を励行す
るとともに、廃棄するおむつの処理にも留意すること。

・咳・くしゃみは、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ、１ｍ以
上離れてする。使用したティッシュは、ビニール袋に入れて封をして捨てる。
・咳が出るときは、マスクを着用する。
（注）マスクはより透過性の低いもの、例えば、医療用の「サージカルマスク」が望ま
しいが、通常の市販マスクでもウイルスの拡散をある程度防ぐ効果がある。
マスクの入手が困難な場合は、人混みでの飛沫感染を防止するため、ハンカチや
ティッシュ等で代用する。
いずれにしても、マスクを着用しているからといって、ウイルスの吸入を完全に
予防できるわけではないことに注意し、説明書をよく読んで、正しく着用すること
が必要。
イ

食料等の備蓄
国内で発生していなくても海外で大流行すれば、その影響で輸入が減少したり
して、食料その他の生活必需品やマスク等の感染予防用品が不足することも予想
され、国内でまん延する頃には、そうした物資は一層手に入りにくくなる。
そのような状況下でも、生活を維持しながら感染を防止するため、買い物等で
外出しなくても良いよう、最低限（２週間分程度）の食糧・日用品等は各家庭等
で備蓄しておく必要がある。各部局は、このことについても県民啓発に努めるも
のとする。
＜家庭の備蓄物資の例＞
日用品・医療品等
食料（長期保存可能なもの）
＜常備品＞ --------＜主食類＞ --------□マスク
□米
□ゴム手袋（破れにくいもの）
□乾麺類（そば、ソーメン、うどん等）
□水枕・氷枕（頭や腋下の冷却用）
□切り餅
□漂白剤（次亜塩素酸：消毒効果がある） □コーンフレーク・シリアル類
□消毒用アルコール
□乾パン
□常備薬（胃薬、痛み止め、その他持病の □各種調味料
処方薬）
□絆創膏（大・小）
＜その他＞ --------□ガーゼ・コットン（滅菌のものとそうで □レトルト・フリーズドライ食品
ないもの）
□冷凍食品（家庭での保存温度や停電に
□包帯、湿布、消毒薬
注意）
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□インスタントラーメン
＜通常の災害時にもあると便利なもの＞ □缶詰
---□菓子類
□懐中電灯
□ミネラルウォーター
□乾電池
□ペットボトルや缶入りの飲料
□携帯電話充電キット
□缶ドロップ
□ラジオ・携帯テレビ
□チョコレート、キャラメル
□カセットコンロ・ガスボンベ
□ジャム
□トイレットペーパー
□粉ミルク、離乳食、紙オムツ
□ティッシュペーパー
□現金（カードが使えない場合に備えて）
注１ 解熱剤（アセトアミノフェンなど）は、薬の成分によっては、インフル
エンザ脳症を助長する可能性があるので、インフルエンザの場合、医師が
処方した解熱剤以外は使用しないこと。
注２ 抗インフルエンザウイルス薬（タミフル等）は、発症後４８時間以内に
服用する必要があるので、インフルエンザ様症状がある場合には、常備薬
等は服用せず、事前に電話連絡の上で医療機関を受診する必要がある。
ウ

受診上の注意
インフルエンザ様症状があるからといって、事前に連絡しないで医療機関を受
診すると、待合室等で他の人を新型インフルエンザに感染させてしまうおそれが
ある。新型インフルエンザかどうかは検査しなければ分からないので、そういう
場合には、まず帰国者・接触者相談センターに連絡し、そこで紹介された医療機
関を受診するようにすべきである。
県内感染期以降になると、原則としてどの医療機関でも受診できるようになる
ため、必ずしも帰国者・接触者相談センターに事前に連絡する必要はない。ただ、
受入れ準備が整っていない医療機関もあるので、受診しようとする医療機関に直
接問い合わせるか、かかりつけ医や帰国者・接触者相談センターに相談して適切
な医療機関を紹介してもらい、指定された時間・場所にマスクを着用して行くよ
うにしなければならない。
また、感染が広がってくると一時に多数の患者が発生するため、医師などの医
療従事者や薬剤・医療資材が不足する。そういう場合でも、直ちに治療しなけれ
ば生命に関わる人や人工透析など継続的な治療が不可欠な人はいる。新型インフ
ルエンザに感染しても軽症の場合には、救急車の要請はもちろん、過度の受診等
は控えるべきである。
危機管理局や福祉保健部のほか各部局も、こうした点の県民への周知徹底を図
る。

エ

冷静な対応
県民が入手する情報には、①国・地方自治体の提供する情報、②報道機関が提
供 する情報、③企業や民間団体等が提供する情報、④伝聞・噂などがあり、媒
体も広 報紙・新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなど様々である。
これらの情報の中には、根拠がなく信憑性に欠けるものもあり、特に噂には、
事実でない内容が含まれていることが多い。こうした情報を過度に信用して行動
すると、自らが思わぬ被害に遭ったり、他人に不当な損害を与えたりしかねない。
信用のおける機関や人に相談するなど、情報の信憑性を確認して冷静に対応する
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ことが重要である。
これは、災害等の際における基本的な心構えであり、各部局においては、機会
あるごとに県民に注意を呼びかける。
オ

４

県民向けの講演会の開催
福祉保健部は、新型インフルエンザ等に関する知識の普及を目的とした県民向
けの講演会等を、適宜開催する。

予防・まん延防止

（１）健康観察等の実施
新型インフルエンザ等が患者から患者へと広がっていくのを防止する上で、疫学
調査を行って患者の濃厚接触者等を確認し、それらの者にも一定期間外出を控えて
もらって健康状態を観察することが重要である。その間における発症者を迅速に把
握し、早期治療を行うと同時に他者への感染を防止する。
ただ、そのためには多くの専門職員が必要なことから、患者が増えてくると十分
な対応は困難になる。福祉保健部及び福祉保健局は、そうした場合には、特に感染
拡大等のおそれが大きいケースに的を絞って、健康観察等を実施する。
（２）活動の自粛要請
感染拡大を防止するためには、県民の個人的な行動(外出、集会、旅行など)や事
業者の営業活動(集客営業、集団作業、出張など)も自粛してもらう必要がある。ま
た、公共的な施策・サービスの中にも、停止しなければならないもの(学校、福祉施
設、集客的公共施設の供用、地域間交流事業など)も出てくるが、県としては、社会
的・経済的な影響も勘案しつつ、必要な場合には毅然として県民や事業者にそれら
を要請し、甘受してもらわなければならない。
これについては関係部局が、各発生段階の状況等に応じて、関係する県民活動・
企業活動の自粛や、所管する施設・事業の停止の必要性等を県民や事業者に十分説
明し、責任を持って実行する。
（３）県民に対する流行地への旅行自粛要請
感染拡大防止のため、県民に対して国内外の流行地の情報を発出して、流行地へ
の不要不急の旅行を自粛するよう協力を求める。ツアー旅行の自粛に関しては、観
光交流局が旅行業界と事前に調整に努めるものとする。
（４）県や市町村等における会議やイベントの開催、出張の自粛
県の各部局は、感染拡大防止のために、県の主催する会議やイベントの開催自粛、
県内や流行地への出張の自粛を行う。市町村に対しても同様の要請を行うとともに、
各部局は関連する業界団体に対しても、同様の協力を求める。
緊急を要する会議については、開催がやむを得ない場合もあるが、非接触型会議
が開催可能な Web 会議システムの利用で対応できないか検討する。
本県が所有する非接触型の Web 会議システムの整備状況
システム名
担当課
システムの概要
鳥取県テレビ 総務課
職員が使用しているパソコンにカメラ・マイクロフォ
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会議システム

ンを接続させることで、県庁テレビ会議システムに参
加

鳥取県ＷＥＢ
会議システム

危機対策・
情報課

指定のアドレスにアクセスして、会議ルームの作成及
び参加者の招待を行う。

（５）予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手順が決まってから、記載
イ 住民接種
（ア）各部局は、所管の県有施設について、接種会場として使用することについて
市町村から要請があった場合は、可能な限り施設を貸し出しするよう検討する。
（イ）福祉保健部又は福祉保健局は、保健センター、学校など医療機関以外で住民
接種を実施する場合に、市町村から医療法（昭和２３年法律第２０５号）に基
づく診療所開設の手続きについて相談があった場合は、住民接種が円滑に実施
できるよう適切に対応する。
（ウ）住民接種の実施主体は市町村であるが、ワクチンの供給に関しては、県は国
や医薬品卸売業者、医療機関、医師会等の連絡調整等重要な役割を担っている。
福祉保健部は、福祉保健局と連携して次の事務を実施する。
・市町村からのワクチン配分希望量、流通在庫及び供給先の在庫並びに流行状
況等を踏まえて、厚生労働省に県全体のワクチン配分希望量を連絡
・厚生労働省から受けた都道府県別配分量をもとに、市町村別配分量を決定し、
市町村へ連絡
・市町村から受けたワクチン供給先配分量をもとに、鳥取県医薬品卸業協会と
調整を行い、ワクチン供給先に納入依頼
・供給先の納入、在庫状況の情報収集を行い、市町村に情報提供
（エ）注射器等の器材についても、不足することがないよう需給状況の情報収集を
行うとともに、医療材料卸売業者、医療機関、医師会等と連携して調整を行う。
ウ

医療関係者に対する要請方法
福祉保健部は、予防接種を行うために医療関係者に対して必要な要請等を行う
ときには、関係団体を経由して行うことを原則とする。
なお、関係団体とは日常的に情報交換を行い、医療関係者の派遣が速やかに行
えるよう、体制を構築しておいていただくようにする。
医療関係者
関係団体
備
考
医師

歯科医師
看護師
薬剤師

鳥取県医師会
鳥取県東部医師会
鳥取県中部医師会
鳥取県西部医師会
鳥取県歯科医師会
鳥取県看護協会
鳥取県薬剤師会
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５

医療

（１）医療体制の整備
ア 発生段階に応じた体制
新型インフルエンザ等が県内で発生した場合、多くの外来患者が医療機関を受
診し、入院患者も増えると予想される。それでも、患者数が限られている初期段
階においては、感染拡大を防止するため、受診できる医療機関をそのための体制
が整備されている所に限定するとともに、軽症者であっても隔離入院とするのが
適当である。
しかし、地域の医療資源（医療従事者、病床数等）には制約があるので、感染
が広がり、そうした対応が最早効果的でなくなった段階では、適切な感染防止措
置を実施できる医療機関であればどこでも受診可能な体制をとるとともに、軽症
者は自宅療養とするといった対応に切り替えていくべきである。
新型インフルエンザの発生に適切に対処していくためには、このように、各段
階の状況に応じて最も効率的・効果的に医療が提供できる体制を整備する必要が
ある。
イ

県のバックアップ
福祉保健部は、各段階を通じて次のような対応を推進し、医療機関に上記のよ
うな体制づくりを促す。
（ア）福祉保健局が中心となって、地域の医療関係者や市町村その他の関係機関と
ともに、二次医療圏ごとに新型インフルエンザ等対策連絡協議会を組織し、医
療体制の整備を随時フォローアップするとともに、必要な助言、調整を行う。
（イ）医療面における地域の自助・共助を図る上で重要な病診連携・病病連携を推
進するため、平時より新型インフルエンザ等を想定した連携体制の構築に努め
る。
（ウ）医療機関における個人防護具、人工呼吸器、簡易陰圧装置等の備蓄・整備を
支援するとともに、その流通調整等が行える体制を整備しておく。

（２）病床の確保
ア 病床の確保
福祉保健部は、福祉保健局と協力し新型インフルエンザ等の患者用の病床を
４８０床確保するよう努める。
（ア）病床は、感染症指定医療機関及び入院協力医療機関の協力を得て確保するも
のとする。
（イ）確保する病床には、感染症病床及び結核病床を含めるものとする。
（ウ）福祉保健部及び福祉保健局は、感染症指定医療機関及び入院協力医療機関に
おける新型インフルエンザ等の患者用病床の設置状況について、１年に１回調
査を行う。
イ 医療機関への助成措置
福祉保健部が確保を要請した病床のうち、空床になった病床については、別に
定める補助金交付要綱により、空床が生じた医療機関に対して収益損失相当額を
助成するものとする。
（３）抗インフルエンザウイルス薬等の確保
23
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福祉保健部は、新型インフルエンザの診断・治療に欠かせない抗インフルエンザ
ウイルス薬やインフルエンザ簡易測定キットが医療現場に安定的に供給されるよ
う、全ての発生段階を通じて、次のような対応を実施する。
なお、未知の感染症である新感染症については、医療処置の内容が異なるため、
本項では新型インフルエンザに限って記載している。
ア 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
（ア）福祉保健部は、行動計画に定める備蓄数量を備蓄する。
（イ）福祉保健部は、市場の流通量が不足する場合は、県内の医薬品卸売業者に売
却する。
（ウ）福祉保健部は、鳥取県医薬品卸業協会と事前に協定を締結しておき、県備蓄
抗インフルエンザウイルス薬が円滑に供給できる体制を整えておく。
イ 抗インフルエンザウイルス薬の流通確保
（ア）福祉保健部は、県内の抗インフルエンザウイルス薬の安定供給をはかるため、
鳥取県抗インフルエンザウイルス薬対策委員会を設置し、安定供給対策等を検
討する。
（イ）福祉保健局は、必要に応じて地区医師会及び医薬品卸売販売業者等と会議を
開催し、抗インフルエンザウイルス薬の安定供給について協議する。
（ウ）福祉保健部は、医薬品製造業者や医薬品卸売販売業者及び医療機関から定期
的に在庫報告を受け、その在庫及び使用の状況を把握するとともに、医薬品卸
売販売業者に対する次の要請事項を徹底する。
① 医療機関の備蓄等を目的とする大量注文には応じないこと。
② 当座の必要量のみの分割納入を行うこと。（医療機関に対して）
③ 当座の必要量以上に購入しないこと。
④ 流行終息後に大量の在庫を抱えることになっても、返品は認められない
こと。
（エ）医療機関等が悪質な買占め等を行ったと認めるときは、その医療機関等を公
表する。
ウ

インフルエンザ簡易測定キットの流通確保
（ア）必要に応じ、県医薬品卸業組合等の協力を得て卸売販売業者等におけるイン
フルエンザ簡易測定キットの在庫状況を把握する。
（イ）各卸売販売事業者に対し、医療機関が当面必要とする量を大きく上回るよう
な注文には応じず、その必要量のみを分割して納入するよう周知徹底する。

（４）新型インフルエンザ防護具の備蓄
ア 備蓄する品目
福祉保健部は、次の新型インフルエンザ防護具を備蓄する。
サージカルマスク、Ｎ９５マスク、ガウン、キャップ、フェイスシールド、
手袋、エプロン等
イ

備蓄数量
備蓄する数量は、県内における最大医療機関受診患者数と感染期間を考慮しなが
ら、福祉保健部が決定する。

ウ 医療機関への支援
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福祉保健部は、防護具の流通が不足し、医療機関での診療に影響が生じると認め
るときには、防護具を主に外来協力医療機関に配布することにより、外来医療体制
を確保するものとする。

６

県民生活及び県民経済の安定の確保

（１）事業者の適切な対応
新型インフルエンザ等の感染拡大を防止するためには、事業者にも、事業所や従
業者について適切な感染防止措置を講じるとともに、状況によっては取引や事業の
一時停止を要請・指示することもある。その一方で、県民生活及び県民経済への影
響を最小限に止めるためには、事業者が必要な事業をできるだけ維持、継続するこ
とも大切である。
特に、ライフライン等の社会基盤に関わる事業者を始めとする次のような事業者
の事業の停滞や中断は、本県の経済社会に極めて深刻な影響をもたらす。それらは、
県民生活に不可欠の重要な社会的機能を担っているので、新型インフルエンザ等が
流行した場合においても維持・継続してもらう必要がある。
種別
事業者や機関
医療・福祉関係
医療機関、福祉施設(入所施設・在宅サービス)
ライフライン関係
電気事業者、上下水道事業者、ガス事業者、石油事業者
情報関係
報道機関、
通信事業者(情報ネットワークを管理する者)
交通・運輸関係
鉄道事業者、道路運送事業者、航空事業者、海運事業者
(旅客・貨物輸送)
生活必需品関係
食料生産等事業者、食品・日用品の製造事業者、それら
の小売・卸売事業者
金融関係
銀行、信用金庫(事業資金の融資、取引決済、生活資金
の引き出し)
以上のようなことから各部局は、所管業務に関係する次の事業者に対し、職場に
おける感染防止措置のほか、政府対策本部長による新型インフルエンザ等緊急事態
宣言が発せられたときなど、場合によっては事業の停止、更にはその継続のために
必要な措置を、各発生段階の状況に応じて準備し、実施するよう要請・指示をする
こととなる。その際には、事業の停止や継続の判断は事業者が行うが、行政の勧告、
通知等に従った対応が求められることには注意を促しておく必要がある。
担当部局
関係事業者
働きかけの重点
危機管理局 ガス事業者
通常レベルのガス供給の維持
総務部
通信事業者
通常の通信機能の維持
地域振興部
生活環境部
商工労働部
農林水産部
企業局
各部局

交通事業者

運行（運航）の維持、利用者啓発や防疫措置
への協力
上下水道事業者
通常レベルの上水供給及び下水処理の維持
食品販売事業者
適正な食品流通の維持、衛生措置の徹底
物流事業者
緊急時等の輸送手段の確保
食料生産等事業者 食料生産等の継続、衛生措置の徹底
電気事業者
通常レベルの電力供給の維持
その他所管する指
導監督業務等の対
象事業者
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（２）生活必需品の確保
福祉保健部は医薬品、生活環境部は日用品、農林水産部は食料について、関係
事業者に対し、県民への安定供給を確保するため適切に対応するよう働きかけて
いくものとする。また商工労働部も、状況に応じて関係事業者に必要な要請を行
う。
生活環境部は、そうした対応に必要な基礎情報を収集するため、県内の物価動
向について総務省が毎月実施している調査（約５００品目を対象）の結果を基に、
データを整理（生活必需品を抽出）した上で、本県の特定物価動向を県ホームペ
ージ等で公表する。
（３）その他
新型インフルエンザ等の影響が大きくなってくると、日常的に必要な医療・福
祉サービスが受けられなくなる在宅の高齢者、障がい者等や、罹患等で買い物に
も行けず食料等が手に入らなくなる世帯も出てくる。福祉保健部は、市町村がそ
れらに対する生活支援を行うのをバックアップする。
また、生活環境部は、医療機関から大量に発生する感染性産業廃棄物の優先処
理を、その処理業者に対して働きかけるとともに、病原性が高い新型インフルエ
ンザにより多くの死亡者が発生するような場合には、市町村等に対し、火葬場の
広域受け入れ等により円滑に対応するよう促す。
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第３章

未発生期

（新型インフルエンザ等が発生していない状態）
【方針】○ 発生に備えた体制の整備を行う。
○ 発生の早期確認に努める。

１

実施体制
(1）方針
新型インフルエンザ等に関する総合的な情報収集と対策準備の体制を整える。
(2) 準備体制
危機管理局は、海外で鳥インフルエンザのヒト－ヒト感染が疑われるなどの情報を
入手した場合は、情報連絡室を設置して情報収集・連絡体制を強化する。また、福祉
保健部は、海外等でヒトーヒト感染が継続する等新型インフルエンザ等の発生が疑わ
れる場合は、危機管理局と協議して直ちに県対策会議を招集し、新型インフルエンザ
等の国内又は県内での発生に備えた準備を開始する。
総務部及び各部局は、新型インフルエンザ等に感染した職員等が出勤できなくなり、
要員不足が生じても、必要な業務は継続できるよう、鳥取県業務継続計画において非
常時優先業務を定めておく。
また、入手した情報に基づき、新型インフルエンザ等に対する感染予防措置の実施
準備を進めると同時に、各種の計画及びマニュアルの見直しと修正を行い、実効性を
確保する。
【各部局における準備】
部局名
準備の内容
各部局

危機管理局
福祉保健部
総合事務所等

・部局内の体制強化（連絡会議の設置及び開催）
・新型インフルエンザ等に関する情報（兆候を含む）の収集体制の
整備
・国、市町村、庁内他部局、地方機関、総合事務所、関係機関、事
業者等との連絡体制の確保
・関係機関等の危機管理体制の確認
・県対策会議への参画
・情報連絡室の設置
・県対策本部の設置準備
・県対策会議の招集
・市町村の準備体制の確認

(3) 次期体制への移行
福祉保健部は、知事と協議し、世界保健機構（ＷＨＯ）が警戒フェーズを警戒期と
する前においても、報道機関等より入手した現地及び各国の対応状況等に関する情報
から見て必要があると認めるときは、県の対応を「海外発生期」の段階へ移行するこ
とができる。
この場合、政府において政府対策本部が設置されておらず、新型インフルエンザ等
対策特別措置法第２３条に基づく県対策本部を県が設置することができないため、県
対策会議でその対策を所掌する。
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２

サーベイランス・情報収集
(1) 方針
新型インフルエンザ等が発生していないこの段階においては、鳥等のインフルエン
ザの発生状況に関する情報その他の関連情報の収集に努め、各部局や関係機関等で共
有する。
なお、未知の感染症である新感染症に対するサーベイランスは現時点では行ってい
ないため、次項以降は新型インフルエンザに限って記載している。
(2) 各部局の情報収集
危機管理局、観光交流局(交流推進課)、福祉保健部、農林水産部が中心となって、
次のような情報の収集に努める。
区分
担当部局
収集する情報
新 型 イ ン フ ル 各部局
・鳥等のインフルエンザの国内外における発生状
エンザの兆候
況
・各省庁の対応方針、状況
・インフルエンザや感染症の集団発生、臨時休校
、学級閉鎖等 の状況

学校等の体制
事業者の体制
市町村の体制

衛生環境研究所、福 ・動物やヒトにおけるインフルエンザを中心とす
祉保健部
る感染症に関する情報（サーベイランスシステム
の活用、国立感染症研究所との密接な連絡、市町
村との情報共有化等に留意して収集）
地域振興部、福祉保 ・国公立学校、私立学校、幼稚園、福祉施設等の
健部、教育委員会
準備状況
各部局
・事業者や関係団体等の準備状況
総合事務所等
・市町村の準備状況

(3) サーベイランス
ア 実施するもの
福祉保健部及び衛生環境研究所は、国や医療機関と連携して、新型インフルエン
ザの発生を速やかに把握するため、患者発生サーベイランス、ウイルスサーベイラ
ンス、入院サーベイランスを実施する。学校の協力により、学校サーベイランスも
実施する。
また、農林水産部は、新型インフルエンザの変異を予察するため、家きん、豚等
におけるインフルエンザサーベイランスを実施する。
イ

３

準備するもの
また、新型インフルエンザの発生に備えて、疑い症例調査支援システムによるサ
ーベイランス、インフルエンザ入院サーベイランス、アウトブレイクサーベイラン
ス、パンデミックサーベイランス、臨床情報共有システムによるサーベイランス、
予防接種副反応迅速把握システムによるサーベイランスの実施準備を進める。

情報提供・共有
(1) 方針
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鳥等のインフルエンザの発生状況及び新型インフルエンザ等が発生する前にできる
対策などについて、年間を通して広く県民･事業者へ周知を図る。
(2) 個別的な情報提供
各部局は、次のような情報についても、関係先に対して個別に提供するものとする。
担当部局
提供先
提供する情報
各部局
関係する県民・事 ・鳥等のインフルエンザの発生状況
業者及び機関・団 ・発生が予想される新型インフルエンザ等の具体
体
的症状、特性等
・職場や家庭における注意事項((Ⅰ)の５の(6)を
参照)
・相談窓口の連絡先等
・事業継続対策（事業継続計画・対応マニュアル
の作成等）
福祉保健部
民生・児童委員等 ・要援護者に周知すべき事項等
生活環境部
消費者
・インフルエンザが流行している動物由来の食品
の安全性（間違った風評等が流布するような場
合）
農林水産部
農林水産関係の生 ・農林水産業の作業現場や選果作業等における感
産者、作業従事者
染予防策（農協、漁協等の関係団体や農業改良
普及所等を通じて周知）
地域振興部・ 空港・港湾施設の ・検疫機関等からの注意情報
県土整備部
業務従事者
(3) 広報
福祉保健部は、元気づくり総本部(広報課)と連携し、一般県民に向けて次の事項を
広報する。
① 新型インフルエンザ等に関する基礎知識、行政の対策、県民の協力が必要な事項
② 職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）
③ 感染拡大防止のため事業者が自主的に行うべき対応
(4) 相談窓口の設置準備
ア 帰国者・接触者相談センター
(ｱ) 総合事務所等は、県民からの問い合わせにワンストップで対応するため、帰国
者・接触者相談センターを設置するための準備（窓口要員の確保、職員研修、開
設場所の確保など）を行う。この際、相談が殺到しても電話が輻輳しないよう、
余裕を持って電話回線を増設するものとする。
(ｲ) 福祉保健部は、帰国者・接触者相談センターの職員全員が県民からの問合せに
的確に対応できるよう、関係部局の協力を得て新型インフルエンザに関する総合
的なＱ＆Ａ集を作成し、関係職員に配布する。

イ その他の相談窓口
(ｱ) 元気づくり総本部（県民課）及び日野振興センターも、上記のＱ＆Ａ集を関係
職員に配布する。
(ｲ) 分野別相談窓口（第２章各期共通の３の(5)のウを参照）を設置する部局も、独自
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のＱ＆Ａ集を作成し、上記のＱ＆Ａ集とともに関係職員に配布する。
ウ

市町村の窓口
福祉保健局は、市町村に対して窓口の設置を要請するとともに、Ｑ＆Ａ集を配布
し、連携を行う。

４

予防・まん延防止
(1）方針
国が中心となって行う水際対策への協力体制を整えるとともに、新型インフルエン
ザ等の感染予防策について県民への普及啓発を行い、学校その他の施設における感染
防止対策の準備を進める。
(2) 健康観察等の体制整備
ア 健康観察
福祉保健局は、海外で新型インフルエンザ等が発生して検疫が強化され、発生国
からの入(帰)国者等について一定期間の健康観察を行うことになる場合に備えて、
必要な体制を整備する。
イ 検体の検査
(ｱ) 衛生環境研究所は、新型インフルエンザ等の発生国からの入国者等から採取し
た検体の検査に必要な試薬及び機器、防護用品などの点検・備蓄を行う。検査用
の試薬は、常時１００検体分を保有するものとする。
(ｲ) 生活環境部は、総合事務所生活環境局及び東部生活環境事務所（以下「生活環
境局」という。）と連携して、衛生環境研究所から要請があれば、検査を迅速に
行うために必要な応援要員を速やかに派遣できる体制を整える。
(3) 学校に係る対応
ア 関係部局における対応
(ｱ) 教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、危機管理局、
福祉保健部（健康医療局）等を通じ、鳥等のインフルエンザ及び新型インフルエ
ンザ等に関する情報を収集する。
(ｲ) 公立学校、鳥取大学附属部学校部、私立学校、高等教育機関（大学等）、幼稚
園及びその他の教育機関との連絡体制を確認するとともに、新型インフルエンザ
等の発生に備えた事業継続計画を策定しておく。
(ｳ) 学校、幼稚園を臨時休業した場合に児童・生徒・園児の家庭学習を支援する方
法等についても検討しておくものとする。
イ 学校における対応
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 新型インフルエンザ等の発生に備えて学校医等を含めた校内対策会議を設置し、
その場合の対処方針を確立して対応マニュアルを作成しておくこと。
(ｲ) 感染拡大防止のため臨時休業する場合等における保護者との連絡方法を確認し
ておくこと。
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(ｳ) 鳥等のインフルエンザの発生国への修学旅行等については、再検討すること。
(ｴ) 鳥等のインフルエンザの発生国へ留学又は渡航する児童生徒等(その学校に所
属する児童・生徒及び教職員をいう。以下同じ。)に対して、基本的な感染予防策
を指導すること。
(ｵ) 留学等で鳥等のインフルエンザの発生国へ滞在中の児童生徒等に対しては、次
のような対応を指導すること。
① 現地在外公館に在留届を提出すること。
② 最新の現地情報の収集に努めるとともに、必要に応じて在外公館に照会する
こと。
③ 感染の疑いがある場合は、在籍する学校や在外公館に報告すること。
(ｶ）基本的な感染予防策等に関する健康教育を実施すること。
(ｷ) 野鳥や飼育動物に関する注意喚起を行うこと。
(ｸ) 感染症情報収集システムの入力方法、担当者を確認しておくこと。
(4) 福祉施設に係る対応
ア 基本的な体制整備
(ｱ) 福祉保健部及び福祉保健局は、感染拡大の場となりやすい保育施設(児童福祉法
による設置認可を受けていないものを含む。以下同じ。)その他福祉施設について、
患者が発生した場合等における連絡体制を確認するとともに、新型インフルエン
ザ等に備えた事業継続計画や対応マニュアルを作成するよう要請する。
(ｲ) また、通常のインフルエンザと同様に年間を通じて感染防止に努め、普段から
衛生管理を徹底しておくよう要請する。
イ 具体的な対応準備
(ｱ) 新型インフルエンザ等が発生すると、保育施設その他通所型の福祉施設(以下
「通所施設」という。)が臨時休業せざるを得なくなる事態も生じる。その間、当
該施設の利用者(幼児、高齢者等)は自宅で保育、介護等を受けることになるが、
それが極めて困難なケース(保護者が新型インフルエンザ等の診療に従事する医
療関係者やライフラインの維持に不可欠な業務に従事する者等の場合、介護でき
る家族等がいない場合等)もあると思われる。そのような場合には、特例的に自施
設での受入れを継続するか、他の施設に一時的に受け入れてもらうといった対応
が必要になる。福祉保健部及び福祉保健局は、これらの施設に対し、その点につ
いて市町村や関係施設と協議・検討しておくよう要請する。
(ｲ) また、老人ホームその他の入所型の福祉施設(以下「入所施設」という。)及び
高齢者や障がい者に日常の在宅サービスを提供する施設(以下「在宅サービス施
設」という。)については、新型インフルエンザ等が流行しても極力休業等しない
ようにする必要があるので、場合によっては、面会者等も含め有症者の施設内立
入を制限するとか、発症者は個室に隔離するといった厳しい措置も必要になる。
さらに、入所者の集団感染が発生した場合に、どのようにして必要な医療を提供
するかも考えておかなければならない。これらの点についても、その実施方法や
体制等をあらかじめ検討しておくよう要請する。
(5) 集客施設に係る対応
劇場や映画館その他の娯楽施設、スタジアム及び大規模小売店舗などの施設も、非
常に多くの人が集まることから、感染拡大の場になりやすい。しかし、こうした不特
定多数の者が利用する施設(以下「集客施設」という。)は、学校や福祉施設に比べる
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と、利用者間の接触が一時的で希薄なものに止まることが多い。
また、学校等と違って営利企業が運営するものが多く、そこに人が集まる目的は、
非日常的な趣味、娯楽などから生活必需品の買い物まで様々である。従って、感染拡
大防止のために臨時休業すると、社会的・経済的に深刻な影響を生じることもあり、
慎重な対応が必要である。
ただ、集客施設に感染の機会が多いことは確かであり、新型インフルエンザ等の発
生に備え、準備をしておくことは必要である。各部局は、そうしたことも踏まえつつ、
自ら管理する集客施設及び管理はしていないが所管業務と密接に関係する集客施設
(以下「所管集客施設等」という。)について、それぞれの形態や業態に応じた対応マ
ニュアルを作成し、実施する感染防止措置の内容や方法、臨時休業を行う基準や手順
等を定めておくよう要請する。
(6) 予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手順が決まってから、記載

５

イ

住民接種
福祉保健部及び福祉保健局は、市町村の住民接種体制構築に協力するとともに、
医薬品卸売業者、医療機関、医師会等の関係機関との連絡体制を確認する。

ウ

普及啓発
福祉保健部は、予防接種の必要性について各種の啓発に努め、県民の理解促進を
図る。

医療

(1) 方針
新型インフルエンザ等の患者に係る外来診療・入院治療を適切に実施可能な体制づく
り、そのために必要な資機材の確保や従事者の訓練等を支援・推進する。
(2) 体制づくり
ア 帰国者・接触者外来等の設置準備
(ｱ) 福祉保健部は、次のような方針に基づき、帰国者・接触者外来等の設置準備を
進めるよう、感染症指定医療機関、帰国者・接触者外来協力医療機関及び入院協
力医療機関に対して働きかける。その際には、新型インフルエンザ等の外来診療
に求められる役割等が、次表のとおり発生段階によって変化することを念頭にお
いて、それに適した医療機関を確保するようにしなければならない。
① 県内発生期までの段階において新型インフルエンザ等の外来診療の受け皿と
なる帰国者・接触者外来は、既存の医療機関に専用外来を設置する形態が望ま
しいが、それに固執し過ぎることなく、地域の状況等に応じて柔軟に対応する
こと。
② 新型インフルエンザ等の外来受入れに当たっては、その患者が他の患者と接
触しないよう入口を分けるなど、院内感染防止に十分に配慮すること。そうし
た対策が困難な場合は、施設外に帰国者・接触者外来等を設置することも検討
すること。
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発生段階

求められる役割

望ましい設置形態等

県内感染期（国 この時期には、新型インフル 帰国者・接触者外来は、新型
内感染期）以前 エンザ等の外来診療(帰国者・接 インフルエンザ等の患者の入
触者外来)において、当該疾患の 院治療を行う医療機関に併設
患者とそれ以外の疾患の患者と するのが望ましい。
を分別して取り扱うことで両者
の接触を最小限にし、新型イン
フルエンザ等の感染拡大防止を
図るとともに、当該疾患に係る
診療を効率化し、混乱を最小限
にする役割を果たすことが求め
られる。
県内感染期以降
この時期、新型インフルエン この時期には、希望する者が
ザ等の外来診療においては、感 速やかに受診できるよう、全て
染防止措置を徹底した上で、新 の医療機関で外来診療が受け
型インフルエンザ等の患者の大 られる体制が望ましい。
量外来に対応することに加え、
軽症者と重症者の振り分け（ト
リアージ）を適切に行い、本当
に必要とする人に適切な入院治
療が提供できるようにすること
が求められる。
(ｲ) (ｱ)の働きかけは、市町村及び地区医師会等と連携して、あらかじめ帰国者・
接触者外来を設置する医療機関や公共施設等のリストを作成した上で、新型イン
フルエンザ等対策連絡協議会で協議・調整しながら進める。
(ｳ) 福祉保健部及び福祉保健局は、帰国者・接触者外来について事前に訓練等を重
ねて実際の運用を確認しておくよう、設置する医療機関に要請するとともに、帰
国者・接触者外来を一時的に新たな診療所として設置する場合は、設置が必要に
なったときの手続上の対応を関係者間で事前に取り決め、実際の設置手続が迅速
に行えるよう準備しておく。
(ｴ) 福祉保健部は、県単位の新型インフルエンザ等対策連絡協議会を開催し、新型
インフルエンザ等に対する医療体制整備の方針を協議する。その際は、県感染症
対策協議会の意見を聞きながら決定していく。
イ 入院病床の確保
(ｱ) 福祉保健部は、大規模流行期前に県内で発生する全ての新型インフルエンザ等
の患者に対し、感染症法第１９条の規定に基づく入院措置が円滑に実施できるよ
う、感染症指定医療機関及び入院協力医療機関の指定により病床確保を要請した
ものも含め、入院受入可能な病床を事前に把握し、必要数を確保しておく。
(ｲ) また、県内感染期以降に発生する多数の新型インフルエンザ等の患者のうち、
入院治療が必要な者には円滑に入院してもらうことができるよう、原則として全
ての医療機関に受入を要請することを前提に、入院受入可能な病床を把握し、必
要数を確保しておく。
その際には、感染症病床や陰圧病床等に限定せず、他の病床の利用も検討する。
ただし、この場合も、一つの病棟を新型インフルエンザ等の専用にするなど、院
内感染に配慮した利用形態とするよう留意する。
33

第３章 未発生期

(ｳ) 福祉保健部は、新型インフルエンザ等の患者が増加し、医療機関の受入能力を
超えた場合に備え、次のような対応についても検討しておく。
① 医療機関及び市町村の福祉部局と連携しながら、新型インフルエンザ等の患
者の自宅療養をバックアップする体制を整備すること。
② 緊急時には、医療機関以外に医療を提供する場を確保すること。なお、そう
した場としては、感染拡大の防止や衛生面から、次に掲げる条件を満たす公的研
修施設等が望ましい。
・多数の患者の宿泊が可能なスペース、ベッド等があること。
・化粧室やシャワーなど衛生設備が整っていること。
・食事の提供ができること。
・冷暖房の機能があること。
・十分な駐車スペースや交通の便があること。
(注)当該施設は、新型インフルエンザ等のまん延時の一時的なものであることか
ら、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に規定する病院又は診療所ではなく、往
診時における患者の居宅等と同様の医療提供の場として整理する。
ウ 新型インフルエンザ等の診療を行わない医療機関
(ｱ) 福祉保健部は、新型インフルエンザ等以外の疾患の患者に対する医療を破綻さ
せないため、新型インフルエンザ等の診療を原則として行わない医療機関（透析
医療機関、がん専門医療機関、産科医療機関等）の指定について検討する。
(ｲ) また、そうした医療機関に対し、入院患者等が新型インフルエンザ等に感染し
た場合の対応策（透析患者や妊婦など重症化するリスクの高い者については、専
門医療機関と連携し、新型インフルエンザ等に罹患したときにも適切な治療が提
供できる体制を整えておく等）を講じておくよう要請する。
エ その他
(ｱ) 福祉保健部は、新型インフルエンザ等の診断、トリアージを含む治療方針、院
内感染対策、患者の移送等に関する情報を医療機関に周知する。
(ｲ) 福祉保健部は、新型インフルエンザ等のまん延時には全ての医療従事者がその
診療に従事することを想定し、医療機関等と連携してそのための研修・訓練を実
施する。
(ｳ) 医療機関は、新型インフルエンザ等のまん延等により患者が急激に増加したり、
出勤する職員が減少したりしても継続して医療を提供していかなければならず、
そのための事業継続計画を作成しておく必要がある。福祉保健部は、医療機関の
機能及び規模別に事業継続計画に定めるべき内容を検討し、その作成を支援する。
(ｴ) 福祉保健部は、消防局及び救急医療機関に対して、新型インフルエンザ等のま
ん延時にも救急機能が維持できる体制の整備を要請し、消防局における救急隊員
用の個人防護具の備蓄などの準備を促す。
(3) 抗インフルエンザウイルス薬等
未知の感染症である新感染症については、対策が異なるため、本項では新型インフル
エンザに限って記載している。
ア 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄推進
(ｱ) 福祉保健部は、国と連携して、県民の４５％に提供できる量を目標として、抗イ
ンフルエンザウイルス薬の備蓄を進める。なお、備蓄するのは、耐性株の出現も考
慮して、複数の成分の抗インフルエンザウイルス薬とする。
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(ｲ) 県民に対し、十分な量を備蓄するので、冷静に対応するよう周知徹底する。
イ

ワクチン接種の準備
福祉保健部は、政府が備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であると判明
したら、接種が可能になり次第実施できるよう、国の指針に基づき、その対象者や実
施方法等を定めた接種実施計画を策定しておく。

６

県民生活及び県民経済の安定の確保
(1) 方針
各部局は、事業者、特にライフライン関係など基本的な社会機能に関わる事業者に
ついて、事業継続の観点から新型インフルエンザ等のまん延時の事業運営体制の検討
を促進するとともに、新型インフルエンザがまん延しても、食料その他の生活必需品
の安定供給や、廃棄物処理、埋火葬等の円滑実施が確保できるよう関係事業者等との
調整を進める。
(2) 事業者の事業継続
各部局は、関係する業界団体等を通じて事業者に対し、「事業者・職場における新
型インフルエンザ等対策ガイドライン」を踏まえて必要な準備を行うよう促すととも
に、厚生労働省、外務省等が新型インフルエンザに関する情報を発信したときは、そ
れへの注意を喚起する。
商工労働部は、商工業者に対し、事業継続のための計画やマニュアルを作成するよ
う、商工団体等を通じて働きかける。併せて、感染者が発生した場合の自主的な営業
や取引の一時停止など、事業者が行うべき対応を示したチラシを作成し、周知徹底す
る。
(3) ライフライン等の確保
ア 関係事業者への要請
各部局は、ライフライン関係その他の基本的な社会機能に関わる事業者（第２章
各期共通の６の（１）を参照）に対して、働きかけの重点事項について状況確認等
を行うとともに、次のような対応を要請する。
(ｱ) 職場で患者が発生した時等の対処方法、対応手順、連絡体制等を確認し、危機
管理体制を確立しておくこと。
(ｲ) 職場で実施すべき感染防止措置を検討して対応マニュアルを作成し、そのため
に必要な感染防止用品等を準備しておくこと。
(ｳ) 事業継続に必要な機能、設備、資材その他の経営資源について検討し、事業継
続計画を作成して、必要とされる物資は備蓄しておくこと。
(ｴ) 新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練や研修を実施し、その結果を踏ま
えて事業継続計画や対応マニュアルの見直しを行い、より実効性のあるものとす
ること。
(ｵ) 感染拡大防止のため事業や取引の一時停止等を行う場合の基準や手続について
も、検討しておくこと。
イ

広域交通事業者への要請
地域振興部及び観光交流局は、国内で発生している時期における広域交通機関（航
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空機、船舶、鉄道、高速バスで、国際路線を含む。）での防疫措置について、関係
する事業者や行政機関との協力・連携体制を整え、対応の方法、手順等を定めてお
く。
ウ

県のライフライン事業の措置
(ｱ) 企業局は、自らもライフラインの一翼を担う者(電気事業者、工業用水道事業者)
として、県による電力及び工業用水の安定供給を維持するため、次のような対応
を実施する。
・中国電力、工業用水利用者、施設の運転・管理業務の委託業者等との間の連絡
網を確認する。
・新型インフルエンザ等のまん延により、発電又は工業用水道の運転・管理業務
に携わる要員の不足が生じた事態を想定し、当該業務の経験者(他部局への転出
者や退職者も含む。)について、事務所ごとにリストを作成しておく。（個人情
報には留意）
・委託業者等に対し、必要な要員の確保及び事業継続体制について、協議の上で
定めておくよう要請する。
・事業の優先順位等について検討し、事業継続計画を策定する。
・濁質処理施設の薬品等について、定期的に貯蔵状況を確認し、優先的に供給が
受けられるよう、関係業者等との協力体制を構築する。
(ｲ) 総務部は鳥取県情報ハイウェイについて、生活環境部は天神川流域下水道につ
いて、それぞれ上記に準じた対応を行う。

(4) 生活必需品の確保
ア 医薬品、日用品
福祉保健部は医薬品、生活環境部は日用品について、それぞれ関連事業者等との
間で、県内への安定供給に向けた協力体制を事前に構築するよう努める。特に、災
害時の応援協定を締結している事業者等については、その実効性を確保するため、
連絡調整を十分に行っておく。
また、追加すべき事業者等があればそうした協定の締結を働きかける。
イ 食料
農林水産部は、食料の流通情報その他の関連情報の伝達経路の確認、事業継続計
画の作成等を農協、漁協等の関係団体に要請する。
また、生活環境部は、災害時の応援協定を締結している事業者や市町村等に対し、
新型インフルエンザ等の罹患等により食料や日用品の購入等が困難となる家庭があ
れば、市町村の要請に基づき、当該事業者から必要な物資を調達し、そうした家庭
を支援することがあることを確認しておく。
(5) 生活支援の準備
福祉保健部は、市町村に対し、継続的な在宅サービスが不可欠な高齢者や障がい者、
罹患すると日常の買い物も困難になる世帯等への支援が必要になったら直ちに行える
よう、その実施方法や手続についても検討しておくよう促す。
(6) 廃棄物処理対策
生活環境部は、県内の感染性産業廃棄物の処分業者に対し、新型インフルエンザ等
がまん延した時は、その感染性産業廃棄物を優先的に受託・処理するよう要請してお
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く。
また、感染性産業廃棄物を一般廃棄物処理施設においても適正に処理できるよう、
市町村と協議しておく。
(7) 埋火葬の体制整備
生活環境部は、市町村に対し、新型インフルエンザ等がまん延しても埋火葬が円滑
に行えるよう、次のような対応を要請する。
・火葬場の処理能力を把握しておくこと。
・遺体搬送に従事する職員の個人防護具、埋火葬に必要な各種消耗品、遺体搬送用の
非透過性納体袋等を整備しておくこと。
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第４章

海外発生期

（海外で新型インフルエンザ等が発生した状態）
【方針】○ 新型インフルエンザ等の国内侵入の状況等も注視しつつ、
県内発生の遅延と早期発見に努める。
○ 県内発生に備えて体制の整備を行う。

１

実施体制
(1) 方針
新型インフルエンザ等に関する情報の集約・共有・分析を行い、総合的な対策を実
施するため、政府対策本部設置後直ちに県にも県対策本部を設置する。
(2) 体制整備
危機管理局及び福祉保健部は、連携して、県対策本部を設置し、「鳥取県新型イン
フルエンザ等対策本部マニュアル」に基づき、収集した新型インフルエンザ等に関す
る情報の集約と共有を図る。市町村に対しては、県が県対策本部を設置したことを連
絡するとともに、早晩国内にも感染が広がることを前提にして、警戒体制をとるよう
助言する。なお、新型インフルエンザ等に係る本県の連絡部局として、危機管理局と
福祉保健部双方の連絡先が政府の内閣官房に登録してあるため、いずれの部局に連絡
が入っても、直ちに他方の部局に連絡を取り、抜かりがないようにする。
危機管理局及び福祉保健部は、市町村や事業者等に対して、情報提供及び注意喚起
を行うとともに、新型インフルエンザ等の患者の発生状況など必要な情報の提供を要
請し、連絡体制を確立する。
そうして入手した情報を踏まえ、各部局は、必要な新型インフルエンザ等対策や初
動対応について検討を進め、各種の計画やマニュアルの見直し・修正を行って、実効
性のある体制を整備しておく。
【各部局における体制整備】
部局名
整備の内容
各部局
・県対策本部への参画
・部局内の体制整備（対策委員会等の設置）→他部局、関係機関等と連携し
て必要な対策を検討
・新型インフルエンザ等に関する情報（発生の兆候を含む）の集約と共有・
分析
・国、市町村、庁内他部局、地方機関、総合事務所等、関係機関、事業者等
との連絡体制の強化
・関係機関等の危機管理体制の確認
危機管理 ・県対策本部を災害対策本部室（県庁第二庁舎３階）に設置
局・福祉保 ・県対策本部の本部会議、新型インフルエンザ等対策本部次長級会議の開催
健部
・県対策本部において新型インフルエンザ等の症状、感染力、致死率、潜伏
期間、予防方法等に関する情報を集約・共有・分析し、今後の対応方針に
ついて協議
※ 政府の基本的対処方針を踏まえる。
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総合事務 ・県対策本部の支部の設置
所等
・県対策本部(司令部)、市町村との緊密な連携の下で対策を実施
※東部振 ・帰国者・接触者相談センターの設置
興監含む。
(3) 政府の基本的対応方針
政府対策本部は、政府対策本部を設置したときは、新型インフルエンザ等に関する
基本的な方針を定める「基本的対処方針」を決定し、公表することとなっている。本
県の対策もこの方針に準拠しながら展開していくべきものであるため、福祉保健部と
危機管理局は連携して速やかな情報収集に努める。
(4) 次期体制への移行
県対策本部長(知事)は、国や報道機関等より入手した海外の発生状況や国内発生の
兆候等に関する情報から見て必要があると認めるときは、県の対応を「県内未発生期
（国内発生期、国内感染期）」の段階へ移行することができる。

２

サーベイランス・情報収集
(1) 方針
国、関係する機関・団体、事業者等を通じて、海外の発生状況、国内発生の兆候、
新型ウイルスの病原性や感染力、社会・経済活動等への影響、その他県民生活に影響
を及ぼす情報を重点的に収集する。
(2) 情報収集
各部局は、輻輳による通信の途絶等にも留意して多重化された情報伝達ルートを利
用し、次のような情報を入手する。
区分
担当部局
収集する情報
新型インフ 各部局
・海外での新型インフルエンザ等の発生状況（外務省
ルエンザ等
、ＷＨＯ 等より）
の情報
・各省庁の対応方針、実際の対応状況
福祉保健部、衛生 ・新型インフルエンザ等に関する情報（感染症サーベ
環境研究所
イランスシステムの活用、国立感染症研究所との密接
な連絡、総合事務所等、市町村との情報共有等に留意
して収集することとする。以下同じ。）
検疫関係情 地域振興部、福祉 ・検疫の体制、実施状況等
報
保健部、県土整備
部
海外渡航情 観光交流局
・外務省、厚生労働省、政府対策本部等の発するもの
報
発生国への 地域振興部、観光 ・国際航空(定期便、チャーター便)、外国航路の運航
交通機関の 交流局、県土整備 状況
状況
部、商工労働部
発生国に滞
在する県民

地域振興部、観光 ・個人的な旅行や業務上の出張による滞在の状況
交流局、教育委員 ・学校の修学旅行や留学による滞在の状況
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等の状況
観光客の状
況

学校等の体
制
事業者の体
制

市町村の体
制

会
観光交流局

・発生国から本県への観光客の入り込み状況（鳥取県
観光連盟、県内各観光協会、旅行代理店、鳥取県ホテ
ル旅館生活衛生同業組合等に確認して収集するもの。
以下同じ。）
地域振興部、福祉 ・国公立学校、私立学校、福祉施設等の対応状況
保健部、教育委員
会
商工労働部
・事業者の対応状況（商工会議所･商工会等の商工団体
、鳥取県産業振興機構、鳥取県産業技術センター、労
働関係機関等に確認して収集するもの。以下同じ。）
・発生国出身の従業員や研修生の状況（最近の本人・
家族の帰国・入国、健康状況等）
・発生国に進出している企業の対応状況
総合事務所等
・市町村対策本部の設置状況
※東部振興監含
む。

(3) サーベイランス
未知の感染症である新感染症に対するサーベイランスは現時点では実施していない
ため、本項については原則として新型インフルエンザに限って記載している。
ア 継続するもの
福祉保健部及び衛生環境研究所は、未発生期から行っている患者発生サーベイラン
ス、ウイルスサーベイランス、入院サーベイランス及び学校サーベイランスを引き
続き実施する。
また、農林水産部は家きん、豚等におけるインフルエンザサーベイランスを引き
続き実施する。
イ 開始するもの
福祉保健部及び福祉保健局は、県内のすべての医師に対して、新型インフルエンザ
等の患者（疑い患者を含む。）を診察した場合に、所轄の福祉保健局に直ちに届け出
るよう依頼する。この依頼は、県医師会及び地区医師会を通して行う。
また、疑い症例調査支援システムによるサーベイランス、アウトブレイクサーベイ
ランス、パンデミックサーベイランス、予防接種副反応迅速把握システムによるサー
ベイランス(プレパンデミックワクチンの接種が開始された場合)を開始する。
ウ

３

準備するもの
さらに、臨床情報共有システムによるサーベイランスの実施準備を進める。

情報提供・共有
(1) 方針
海外の発生状況等について積極的に情報を提供して注意を喚起し、県内での発生に
備えて普及啓発を進める。
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(2) 個別的な情報提供
各部局は、次のような情報についても、関係先に対して個別に提供する。
担当部局
提供先
提供する情報
各部局
関係する ・海外での新型インフルエンザ等の発生状況
県民・事業 ・新型インフルエンザ等の具体的症状、特性等
者及び機 ・新型インフルエンザ等に関する予防と対策の基礎知識
関・団体 ・職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３のアを参照）
・海外への渡航自粛勧告等の状況
・帰国者・接触者相談センターを始めとする相談窓口の連絡先等
・事業継続対策(事業継続計画・対応マニュアルの作成等)
危機管理 消防局
・新型インフルエンザ等の患者を搬送すべき医療機関
局
地域振興 交通事業 ・発生国との間の航空便、船便の運航状況
部、商工労 者
・検疫機関等からの注意情報
働部、県土 公共交通 ・発生国への渡航自粛勧告等の内容
整備部
機関の利 ・発生国から帰国した際の注意事項
用者
観光交流 旅行業者 ・発生国との間の航空便、船便の運行状況
局
福祉保健 民生・児童 ・要援護者に周知すべき事項等
部
委員等
生活環境 消費者
・新型インフルエンザ等と食品との関連についての正確な情報（間
部
違った風評等が流布するような場合に、「食品を介してインフル
エンザは感染しない」「鳥取県の農水産物は生産者、運送業者、
販売店等が十分な感染予防対策を講じて取り扱っている」こと等
をアピールするもの。以下同じ。）
商工労働 県内の商 ・感染拡大防止のため企業が自主的に行うべき対応（一時的な取引
部
工業者、海 や事業の停止、必要な事業の継続、職場における感染防止措置な
外に進出
どについて、商工団体等を通じて周知するもの。以下同じ。）
している ・海外出張や貿易など海外での企業活動における注意事項
本県関係
企業
農林水産 消費者
・農林水産物の出荷情報
部
・新型インフルエンザ等と食品との関連についての正確な情報（関
係機関・団体の連絡網や広報誌等も活用して周知）
(3) 広報
各部局は、元気づくり総本部（広報課）と連携し、一般県民に向けて次の事項を広
報する。
項目
内容
一般的・基本的な ・新型インフルエンザ等に関する基礎知識
情報
・行政の対策
県民・事業者への ・発生国への渡航自粛(旅券窓口等でも勧める。)
呼びかけ
・職場や家庭における注意事項（特に、この段階では受診可能な医療
機関が限られるので、発熱等で感染を疑う場合は、直接医療機関を
受診しないで、まず帰国者・接触者相談センターに相談すべきこと
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をアピール）
・感染拡大防止のため企業が自主的に行うべき対応（一時的な取引や
事業の停止、必要な事業の継続、職場における感染防止措置など）
・インフルエンザ様症状が有っても、軽症のときは救急出動要請を控
えるべきこと。
海外での発生状況 ・ＷＨＯ及び厚生労働省のフェーズ４の宣言
・新型インフルエンザ等の発生場所（国名、都市名）及び発生時期
・確定診断の状況
・健康被害の状況（感染者数、死亡者数）
・ＷＨＯ等が公表する対応策、予防方法等（発生国への渡航自粛勧告
等を含む。）
(4) 帰国者・接触者相談センターの設置
総合事務所等は、帰国者・接触者相談センターを設置し、新型インフルエンザ等に係
る医療機関受診等の相談のほか、新型インフルエンザ等の発生状況、感染予防策、食
の安全に関すること等、県民からの新型インフルエンザ等に関するあらゆる相談や問
合せにワンストップで対応する。
特に海外旅行を予定している人から問い合わせがあった場合は、
また、元気づくり総本部（県民課）及び日野振興センターが、通常業務の中で帰国者・
接触者相談センター用のＱ＆Ａ集を活用して県民からの問合せに対応するほか、各部局
においても、分野別の相談窓口を設置する。
(5) 在外県民等への情報提供等
ア 現状把握
(ｱ) 観光交流局（交流推進課）は、発生国に滞在する県民その他の本県関係者（以下
「在外県民等」という。）の状況を確認する。
(ｲ) 地域振興部（交通政策課）、観光交流局（観光戦略課）、商工労働部（通商物流
課）、県土整備部(空港港湾課)は、在外県民等の帰国に備えて、発生国との間の
航空便(米子・ソウル間の定期便、台湾等へのチャーター便)や船便(DBS の定期便
等)の最新の運航状況を確認する。
イ 情報提供
(ｱ) 観光交流局は、教育委員会と分担して、在外県民等に対し、次の情報を伝える。
（(第４章海外発生期の４の(5)のエの(ｲ)を参照)
①滞在国及びその周辺における感染者の発生状況、②新型インフルエンザ等の症状、
特性等、③基本的な感染予防策、④発症した場合の対応(医療機関の早期受診等)と現
地の医療体制、⑤外務省の感染症危険情報や現地在外公館の関連注意情報、⑥防疫措
置(出入国制限等)の実施状況、⑦航空便等の運航状況、⑧現地に留まる場合の注意事
項(生活物資の備蓄等)、⑨最寄の在外公館の相談窓口(健康不安、帰国方法等について
相談)
(ｲ) 観光交流局は、必要に応じ、在外県民等の所在に関する情報を外務省に提供する。
また、発熱等の新型インフルエンザ様の症状がある者を確認したときは、最寄の在
外公館に連絡してその指示を受けるように伝えるとともに、その事実を外務省に連
絡する。
ウ 帰国対応
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(ｱ) 観光交流局は、教育委員会と分担して、在外県民等に対し、感染拡大の状況、国
の方針や国際世論の動向等を見極めた上で、原則として早期帰国を促す。
(ｲ) また、帰国時には検疫ガイドラインに従うよう指導するとともに、発熱等の新型
インフルエンザ様の症状がある者を確認したときは、直接医療機関を受診しないで、
直ちに所轄の福祉保健局に連絡するものとする。この場合、福祉保健局は、その者
に帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。

４

予防・まん延防止
(1) 方針
検疫所と連携して発生国からの入(帰)国者等について健康観察を実施するとともに、
発生国への渡航自粛等を促す。また、集団感染が発生しやすい学校等における警戒や
準備を強化する。
(2) 検疫強化への対応
新型インフルエンザ等が発生して検疫が強化された場合、福祉保健部及び福祉保健
局は、検疫所から連絡のあった感染が疑われる者(疑似症患者)について、次のように
対応する。
ア 疑似症患者の搬送
福祉保健局は、県内の空港や港湾の検疫所から、発生国からの入(帰)国者の中に疑
似症患者がいるとの連絡を受けたときは、これを感染症指定医療機関に搬送する。
なお、その者の濃厚接触者については、検疫所が一定期間の停留措置を実施する。
それらの者が新型インフルエンザ等に感染していると判断されるときは、検疫所が
入院措置を行う。それらの者及び検疫職員等に対しては、必要に応じて抗インフル
エンザウイルス薬が(予防)投与される。
イ 被停留者等の支援
発生国から来航する航空機・船舶の検疫業務については、５空港（成田・羽田・
関西・中部・福岡）及び４港湾（横浜・神戸・関門・博多）等に集約化することが
計画されている。それらの空港・港湾で、県民等が疑似症患者となり停留等の措置
が実施された場合、関係部局は当該県民等に対し、次のような支援を行う。
(ｱ) 東京本部（成田空港・羽田空港・横浜港）・名古屋代表部（中部空港）・関西
本部（関西空港、神戸港）は、停留等の措置対象となった県民等に関する情報を
入手し、県対策本部に報告した上で、関係者への連絡その他必要な支援を行う。
(ｲ) 福岡空港、関門港については、必要に応じて総務部が職員を派遣し、それらの
業務を行う。
(ｳ) 総合事務所等は、必要に応じて措置対象者の家族等に状況を連絡する。
ウ 密入国者への対応
福祉保健局は、密入国者の中に新型インフルエンザ等の感染が疑われる者がいると
の連絡を受けたときは、取締機関と連携して、感染拡大防止のため必要な措置を講じ
る。
エ

病原性が低い新型インフルエンザの場合の対応
海外で新型インフルエンザが発生すると、それが病原性が低い場合でも、発生国か
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らの入(帰)国者等に対する検疫は強化される。そこで疑似症患者が確認されても、病
原性が高い場合と異なり隔離入院は行わないので、マスクの着用や公共交通機関の不
使用等を指導した上で、帰宅(自宅療養)してもらうのが原則になる。
したがって、福祉保健局が検疫で確認された疑似症患者を感染症指定医療機関に搬
送することはないが、その者の濃厚接触者等については、外出（日常生活に必要な通
勤・通学等に係るものを除く。）の自粛及び発症時の連絡を指導した上で、一定期間
の健康観察を実施する。衛生環境研究所も、検疫所で採取された疑似症患者の検体に
より検査を行う。
(3) 感染が疑われる者への対応
ア 健康観察
福祉保健局は、疑似症患者に接触した者(同乗者等)や発生国からの入国者につい
て、検疫所から送付されたリストに基づき、外出の自粛及び発症時の対応（第２章
各期共通の３の(6)のウを参照）を指導した上で一定期間の健康観察を実施する。
イ

確認検査
衛生環境研究所は、疑似症患者から採取された検体について新型インフルエンザ
等か否かの検査を行い、疑われる場合は、国立感染症研究所に確認検査を依頼する。

(4) 発生国への渡航自粛等
各部局は、発生国の状況などについて関係省庁等から正確な情報を収集し、外務省
の発出する感染症危険情報を渡航予定者に伝えて自粛を促すとともに、関係事業者等
にも協力を呼びかける。具体的には、次のような対応を行う。
担当部局
対
応
各部局
・ホームページその他の各種広報媒体を通じて、発生国への旅行
や出張の自粛を要請
・発生国との間の人の行き来を伴い、又は誘発する県主催の交流
事業、観光客誘致事業等は、原則として中止又は延期
観光交流局（交流推 ・パスポート交付窓口において感染症危険情報等を提供し、渡航
進課）
自粛を呼びかけ
・感染症危険情報、体調不良時の対応に関する情報等を複数言語
に翻訳して、在留外国人等に配布
地域振興部(交通政 ・航空会社や船舶会社に対し、発生国へのチャーター便(場合に
策課)、商工労働部
よっては定期便も)の運航自粛を要請
（通商物流課）
・それらの協力を得て、船舶内にポスターを掲示する等して注意
事項を周知
地域振興部（交通政 ・空港や港湾の管理者の協力を得て、空港・港湾施設内にポスタ
策課）、県土整備部 ーを掲示する等して注意事項を周知
（空港港湾課）
（参考）予想される感染症危険情報の内容
● 不要不急の渡航については、延期も含めて検討してください。あらかじめ今後の
退避の可能性も含め検討してください。（ＷＨＯの警戒フェーズが警戒期の前）
● 渡航は延期してください。今後、出国ができなくなる可能性及び現地で十分な医
療が受けられなくなる可能性もあります。退避については、これらの点も含め検討
してください。帰国に際しては、停留される可能性もあることに留意してください。
（ＷＨＯの警戒フェーズがパンデミック期）
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●

現地の安全な場所に留まり、感染予防対策を徹底してください。（発生国当局が
出国禁止措置をとった場合）

(5) 学校に係る対応
ア 関係部局における準備
(ｱ) 教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、部局内に対
策会議を設置し、危機管理体制を確認する。
(ｲ) 危機管理局及び福祉保健部（健康医療局）等を通じ、新型インフルエンザ等に
関する情報のほか、発生国及び周辺地域への渡航者、最近の帰国者に関する情報
も収集する。また、学校等を対象とするインフルエンザ施設別発生状況調査を週
報から日報に変更する。（感染症情報収集システムを利用）
(ｳ) さらに、県立学校、教育機関、市町村教育委員会、鳥取大学附属学校部、私立
学校、高等教育機関（大学等）及び幼稚園等に対し、新型インフルエンザ等の発
生状況など新たに得られた情報を速やかに提供するとともに、それらと密接に情
報交換を行う。
(ｴ) 教育委員会及び地域振興部は、入学試験の延期等を行う場合に迅速に対応でき
るよう、入学志願者への連絡方法や問合せ窓口の設置、関係機関との連携・協力
体制等について検討しておくものとする。
イ

学校の体制整備
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 新型インフルエンザ等の発生状況など新たに得られた情報は、児童生徒等や保
護者に迅速に提供すること。
(ｲ) 児童生徒等に対し、基本的な感染予防策（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）
の指導を強化し、自ら健康観察を行って発熱等の新型インフルエンザ様の症状の
早期発見に努めるよう注意を喚起するとともに、その症状が有る場合の受診上の
注意事項（第２章 各期共通の３の(6)のウを参照）を周知すること。
(ｳ) 感染が拡大して臨時休業することになる場合を想定して、各家庭にファクシミ
リや電子メール等で連絡する体制を確立しておくこと。
(ｴ) 教職員自身が罹患し又は罹患した家族を看病するため、一時に多数の教職員が
出勤できなくなる場合に備えた体制を検討しておくこと。
(ｵ) その他、各学校の対応マニュアルに基づく感染防止措置の実施準備を進めるこ
と。
(ｶ) 的確な情報を得るため、感染症情報収集システムの入力は、必ず毎日行うよう
体制を整備すること。

ウ 児童生徒等の状況把握
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 最近発生国から帰(入)国した児童生徒等の有無を確認し、結果を報告すること。
(ｲ) 上記の児童生徒等に発熱等の新型インフルエンザ様の症状が見られた場合には、
学校は児童生徒及び保護者に対して、直接医療機関を受診しないで、直ちに帰国
者・接触者相談センターに相談の上、そこで紹介された医療機関を受診するよう
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指導すること。その際には、当該児童生徒等が風評により不当な扱いを受けるこ
とがないよう十分留意すること。
エ 児童生徒等の海外渡航に関する対応
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 児童生徒等に対し、発生国への渡航は自粛するよう指導するとともに、発生国
への修学旅行等は中止又は延期すること。
(ｲ) 留学や修学旅行で発生国等に滞在中の児童生徒等に対して、次の情報を伝える
こと。
①滞在国及びその周辺における感染者の発生状況、②新型インフルエンザ等の症状、
特性等、③基本的な感染予防策、④発症した場合の対応(医療機関の早期受診等)と現
地の医療体制、⑤外務省の感染症危険情報や現地在外公館の関連注意情報、⑥防疫措
置(出国・入国制限等)の実施状況、⑦民間航空便機等の運航状況、⑧現地に留まる場
合の注意事項(生活物資の備蓄等)、⑨最寄の在外公館の相談窓口(健康不安、帰国方法
等について相談)
(ｳ) 発生国等に滞在中の児童生徒等に対し、感染拡大の状況、国の方針や国際世論の
動向等を見極めた上で、必要に応じて早期帰国を促すとともに、帰国後感染してい
ないことが確認されるまでの自宅待機を指示すること。
(6) 福祉施設に係る対応
ア 進捗確認
福祉保健部及び福祉保健局は、各施設の未発生期における体制整備や対応準備の
進捗状況を確認し、それらを速やかに進めるよう指導する。
イ 利用者への指導等
福祉保健部及び福祉保健局は、各施設の管理者に対し、利用者等(その施設の利用
者及び職員をいう。以下同じ。)に次のような対応を促す。
(ｱ) 新型インフルエンザ等に関する情報を伝達し、基本的な感染予防策や自主的な
健康状態の把握を促すとともに、有症者の受診上の注意事項を周知徹底する。
(ｲ) 発生国への渡航は自粛するよう指導する。
(7) 集客施設に係る対応
各部局は、海外における新型インフルエンザ等の発生を受けて、所管集客施設等に
ついて、各施設の対応マニュアルに基づく感染防止措置等の実施準備を進めるととも
に、利用者等に対して基本的な感染予防策等の啓発を始めるよう指示又は要請する。
(8) 非接触型会議システムの準備
非接触型会議システムを所管する危機管理局及び総務部は、庁内各部局に使用方法
や手順等について通知し、使用に備える。
(9) 予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手続きが決まってから記載
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イ

住民接種
福祉保健部は、県のワクチンの供給体制の運用準備を始める。また、福祉保健局
は、市町村に対して住民接種の準備を始めることを促すとともに、保健センター、
学校など医療機関以外で住民接種を実施する場合に必要となる医療法に基づく診
療所開設手続きが未済の場合は、予め手続きをしておくことを要請する。

５

医療
(1) 方針
前段階から検討・準備してきたところに基づき、新型インフルエンザ等に係る医療
体制を整備して、県内発生に備える。

(2) 医療体制の整備
ア 帰国者・接触者相談センターの設置
総合事務所等は、新型インフルエンザ等に関する県民からの様々な相談にワンスト
ップで対応するため、帰国者・接触者相談センターを設置する。
帰国者・接触者相談センターでは、相談者の症状、患者との接触歴、発生国への渡
航歴等から見て新型インフルエンザ等に感染している疑いがあると判断したときは、
その者に対し、直接一般の医療機関を受診せず、マスクを着用した上で感染症指定医
療機関の帰国者・接触者外来を受診するよう指導する。その際には、受診前に当該医
療機関に必ず電話で連絡し、受診する時刻、入口等を確認するよう伝える。
新型インフルエンザ等に感染している疑いがない場合は、必要に応じて近所の医療
機関等を受診するよう伝える。
イ

帰国者・接触者外来の設置
福祉保健部は、感染症指定医療機関に対し、帰国者・接触者外来を設置し、帰国者・
接触者相談センターが新型インフルエンザ等に感染している疑いがあると判断した
者の診療を行うよう要請する。
感染症指定医療機関は、それに即応して帰国者・接触者外来を設置し、新型インフ
ルエンザ等の診療体制を始動させる。

海外発生期における医療体制

帰国者・接触者相談センター
検疫所

帰国者・接触者外来
感染症指定医療機関（県立中央病院、県立厚生病院、
鳥取大学医学部附属病院、済生会境港総合病院）
新型インフルエンザ等
ウイルス（＋）

入院勧告

新型インフルエンザ等
ウイルス（－）

入院または自宅（症状に応じて）
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ウ

その他の医療機関等の対応
(ｱ) 福祉保健部は、国の基準を踏まえて新型インフルエンザ等の症例定義を明確にし、
感染症指定医療機関のみならず一般の医療機関等にも周知徹底して、その発生把握
に努める。
(ｲ) 福祉保健部は、感染症指定医療機関以外の医療機関のうち対応可能な体制等を有
する所に対し、帰国者・接触者外来の設置準備を進めるよう要請する。また、入院
病床の確保（第３章未発生期の５の(2)のイを参照）も引き続き推進する。
なお、この段階において新型インフルエンザ等に感染しているおそれはあるが感
染は確認できない者が発生し、入院が必要になることも予想される。このような場
合、感染症指定医療機関がその入院を受け入れることになるが、新型インフルエン
ザ等に感染していないことが確認されれば、その時点での退院又は一般病院への転
院を検討する。
(ｳ) 福祉保健部は、新型インフルエンザ等のまん延に備え、慢性疾患を有する定期受
診患者の医療機関受診等の機会を減らすため、患者の状態に配慮しながら次のよう
な対応を検討・実施するよう促す。
① 医療機関において、定期薬の長期処方をしておく。この場合、薬局においては、
長期処方に伴う患者の服薬コンプライアンスの低下や薬剤の紛失等を回避するた
め、電話での服薬指導等を行う。
② 医療機関において、その患者が発熱した際に、電話による診療により新型イン
フルエンザ等の感染の有無が診断ができた場合は、ファクシミリ等により抗イン
フルエンザウイルス薬等の処方せんを発行することができるよう、それについて
事前に主治医の了承を得、その旨をカルテ等に記載しておく。

(3) 抗インフルエンザウイルス薬等
未知の感染症である新感染症については、医療処置の内容が異なるため、本項では新
型インフルエンザに限って記載している。
ア 抗インフルエンザウイルス薬
福祉保健部は、抗インフルエンザウイルス薬の確保策（第２章各期共通の５の(3)を
参照）を引き続き推進するとともに、鳥取県医薬品卸売協会と不足した場合の融通方
法や備蓄分の放出手順について事前に確認しておく。
イ ワクチン
(ｱ) 福祉保健部は、プレパンデミックワクチンの接種が可能になった場合には、直ちに
国に当該ワクチンの供給を要請し、供給され次第、かねて策定していた接種実施計画
に基づいて接種を開始するよう医療機関に要請する。
(ｲ) また、パンデミックワクチンの接種が可能になり次第実施できるよう、国の指針に
基づき、その対象者や実施方法等を定めた接種実施計画を策定しておく。
(4) 救急搬送の準備
危機管理局は、県内各消防局及び消防防災航空センターに対し、新型インフルエンザ
等への感染を防止するため、次のような対応を要請する。また、福祉保健部と連携を図
り、救急隊員等を対象とする感染予防研修会を実施する。
① 搬送される者が新型インフルエンザ等に感染しているおそれを常に念頭に置き、救
急隊員は搬送時の感染防護措置（Ｎ９５マスク、手袋、ガウンを着用）を徹底するこ
と。
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② 搬送される者が発熱症状を訴えるときは、発生国への渡航歴の有無を確認し、１０
日以内に渡航歴があるときは、福祉保健局及び医療機関へ連絡すること。また、搬送
後は救急車等の消毒を徹底すること。
③ 救急隊員が十分な感染防護措置をとらずに搬送した後に、搬送された者が新型イン
フルエンザ等の患者又は疑似症患者であると判明した場合、その救急隊員は、福祉保健
局による健康観察を受けること。

６

県民の生活及び県民経済の安定の確保
(1) 方針
海外で新型インフルエンザ等が発生したことを受けて、ライフラインなど社会基盤の
維持や食料など生活必需品の供給に関わる事業者を重点に、事業者における対応準備を
促進する。
(2) 事業者の事業継続
各部局は、関係する業界団体等を通じて事業者に対し、海外での新型インフルエン
ザ等の発生状況等に関する情報収集に努め、引き続き、職場における感染防止措置の
準備や事業継続計画の作成等を促す。
(3) ライフライン等の確保
ア 関係事業者への要請
各部局は、新型インフルエンザ等の発生を受けて、ライフライン関係その他の基本
的な社会機能に関わる事業者に対し、次のような対応を要請する。
(ｱ) 従業者の発生国への出張は、原則として中止又は延期すること。
(ｲ) 状況によっては、発生国に駐在する従業者及びその家族に早期帰国を指示するこ
と。
(ｳ)発生国から帰国した従業者（同居者に発生国からの帰国者がいる場合を含む。）に
対し、発熱等の新型インフルエンザ様の症状が有る場合は、直ちに帰国者・接触者
相談センターに相談するよう指示すること。
(ｴ) 発生国からの旅行者や帰(入)国者が立ち寄る可能性のある事業所に対して、海外
での発生状況等に関する情報(感染の広がり具合、事業への影響等)を提供すること。
イ 県のライフライン事業
(ｱ) 企業局は、県による電力及び工業用水の安定供給を維持するため、次のような対
応を行う。
① 必要な職員の確保、感染拡大防止、他部局との連携等について具体的な方策を
検討する。
② 今後調達が困難になるおそれのある物資その他の必要物資（各種資機材、自家
用発電機の燃料等）をあらかじめ確保しておく。
③ 処理施設で必要な薬品が不足しないよう、２か月程度の間の使用量を確保する
ため、調達方法を確認した上で関連事業者等と調整する。
④ 主に運転管理職員に装着させるため、マスク等の感染予防用品を備蓄する。
(ｲ) 総務部は鳥取県情報ハイウェイについて、生活環境部は天神川流域下水道につい
て、それぞれ上記に準じた対応を行う。
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(4) 生活必需品の確保
ア 医薬品、日用品
福祉保健部及び生活環境部は、引き続き医薬品及び日用品の安定供給に向けた体制
づくりを進める。
イ 食料
(ｱ) 農林水産部は、農協、漁協等の関係団体に対し、食料の安定供給確保に係る次の
対策の準備状況を確認するよう要請する。
① 集出荷施設の消毒その他の感染防止措置(それらについて定めた施設毎の対応マ
ニュアルの作成)
② 関係団体等と連携した風評被害対策(緊急時の対応の事前打合せ)
③ 県内消費者が利用する直売所や量販店等への優先出荷
④ まん延期等に収穫等の農作業や集出荷施設での選果作業等に従事する者の確保
(本人や家族の罹患、外出自粛等により確保困難も予想)
⑤ まん延期等における農林水産物の運搬手段の確保(普段の運送事業者等が対応困
難になることも予想)
⑥ まん延期等における直売所の確保(入荷の確保方策)
(ｲ) また、それらの関係団体や農業改良普及所等を通じて農林水産業に従事する者に対
し、農林水産業の生産現場や選果作業等における感染予防措置等を整理したマニュア
ルを作成・配布する。
(5) その他
福祉保健部は、市町村に対し、継続的な在宅サービスが不可欠な高齢者や障がい者、
罹患すると日常の買い物も困難になる世帯等への支援の準備を進めるよう、引き続き促
していく。
生活環境部は、新型インフルエンザ等がまん延しても感染性産業廃棄物が円滑に処理
できる体制づくりを引き続き推進する。
生活環境部は、市町村に対し、新型インフルエンザ等がまん延しても埋火葬が円滑に
行える体制づくりを引き続き進めるよう要請する。
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第５章

県内未発生期

（県内で新型インフルエンザ等が発生していないが、
他の都道府県で発生した状態）
【方針】○ 県内発生に備えて体制の整備を行う。
※ 近隣県で新型インフルエンザ等が発生した場合は、
住民の生活圏や通勤・通学等の状況も踏まえ、必
要に応じて県内発生期に準じた対応を行う。

１

実施体制
(1) 方針
国内発生段階で県内発生は時間の問題との認識を持ち、流行のピークをおくらせる
ため、引き続き県内での発生に備えて感染拡大防止対策を進める。
ア 政府の基本的対処方針の変更
政府は海外発生期の時点で決定した基本的対処方針を変更し、国内発生早期に対
応した方針を示すので、危機管理局及び福祉保健部は、この情報の入手に努める。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、政府の基本的対処方針の変更を踏まえた今後の具
体的な県の対応方針を協議し、決定するために、県対策本部会議を開催する。

(2) 各部局の体制
各部局は、海外発生期に整備した体制を基本としつつ、前項イで決定された対応方
針を実施するため、体制の充実を図り、所定の対策を推進していく。
(3) 緊急事態宣言
ア 緊急事態宣言の発出
政府が鳥取県を含む区域を対象として新型インフルエンザ等緊急事態宣言を出
した場合は、福祉保健部は直ちに県内の市町村に連絡し、速やかに市町村対策本
部を設置するよう要請する。
イ

対応方針の見直し
危機管理局及び福祉保健部は、速やかに県対策本部を開催し、市町村との連携
を前提とした県の対応方針の見直しを行う。

ウ

市町村との連携
危機管理局及び福祉保健部は、県（総合事務所等含む。）と市町村との連絡会
議をテレビ会議で開催し、対応方針を摺り合わせ、県と市町村との役割分担や協
力体制等について協議し、情報交換を行う。

(4) 次期体制への移行
対策本部長は、国や報道機関等より入手した国内の発生状況等に関する情報から見
て必要があると認めるときは、県の対応を「県内発生早期」の段階へ移行することが
できる。
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２

サーベイランス・情報収集
(1) 方針
国内の発生状況あるいは発生の兆候に関する情報や、生活必需品の需給動向など県
民生活への影響が大きい情報を早期に把握し、必要な対策を迅速に展開して社会の混
乱を未然に防止するのに役立てる。
(2) 各部局の情報収集
各部局は、輻輳による通信の途絶等にも留意して多重化された情報伝達ルートを利
用し、次のような情報を入手する。
区分
担当部局
収集する情報
新型インフルエ 各部局
・国内での新型インフルエンザ等の発生状況（厚生労働
ンザ等の情報
省等より）
・海外での新型インフルエンザ等の発生状況（外務省、
ＷＨＯ 等より）
・各省庁、発生都道府県等の対応方針、対応状況
・発生都道府県等の経済社会への影響状況
福祉保健部、 ・新型インフルエンザ等の特性等に関する情報
衛生環境研
究所
福祉保健部、 ・国が発出する流行地情報
危機管理局
検疫関係情報
地域振興部、 ・検疫の体制、実施状況等
福祉保健部、
県土整備部
海外渡航情報
観光交流局 ・外務省、厚生労働省、国対策本部等の発するもの
交通機関の状況 地域振興部、 ・発生国との間の航空便・船便の運航状況
観光交流局、 ・発生都道府県との間の公共交通機関の運行状況
商工労働部 ・その他県内外の公共交通機関の運行状況
観光客の状況
観光交流局 ・発生地域から本県への観光客の入り込み状況
ライフラインへ 危機管理局､ ・電気、ガス、上下水道、通信の状況
の影響
総務部､生活
環境部､企業
局
生活必需品の需 生活環境部 ・食の安全、生活必需品の物価動向等に関する情報
給等に関する情
・災害時等の物資提供に関する協定を締結している量販
報
店等の店舗の状況
農林水産部 ・農林水産物の生産、出荷、流通等の状況
教育、福祉、医療 地域振興部、 ・国公立学校、私立学校、福祉施設、医療機関等の対応
への影響
福祉保健部、 状況
教育委員会
経済への影響
商工労働部 ・事業者の対応状況
薬品等の情報
福祉保健部 ・抗インフルエンザウイルス薬、ワクチンの有効性、安
全性等
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・新型インフルエンザ等防護具（サージカルマスク、手
袋等）の流通状況
(3) サーベイランス
福祉保健部及び衛生環境研究所は、海外発生期から実施している患者発生サーベイ
ランス、ウイルスサーベイランス、入院サーベイランス及び学校サーベイランス、疑
い症例調査支援システムによるサーベイランス、アウトブレイクサーベイランス、パ
ンデミックサーベイランス、予防接種副反応迅速把握システムによるサーベイランス
(プレパンデミックワクチンの接種が開始された場合)を引き続き実施する。
また、農林水産部は、家きん、豚等におけるインフルエンザサーベイランスを引き
続き実施する。

３

情報提供・共有
(1) 方針
引き続き、帰国者・接触者相談センター等で県民からの相談に対応しつつ、国内で
の発生状況等に関する正確な情報を迅速に提供して、県民の不安解消、注意喚起を図
るとともに、事業者等に対し、感染防止及び事業継続に留意するよう呼びかける。
(2) 個別的な情報提供
各部局は、次のような情報についても、関係先に対して個別に提供するものとする。
担当部局
提供先
提供する情報
各部局
関係する県民 ・国内での新型インフルエンザ等の発生状況
・事業者及び ・新型インフルエンザ等の具体的症状、特性等
機関・団体
・新型インフルエンザ等に関する予防と対策の基礎知識
・職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３の
(6)を参照）
・イベントの開催中止等の状況
・帰国者・接触者相談センターを始めとする相談窓口の
連絡先等
・事業継続対策(事業継続計画・マニュアルの作成等)
危機管理局 消防局
・新型インフルエンザ等の患者を搬送すべき医療機関
地域振興部、 交通事業者
・発生地域との間の公共交通機関の運行状況
県土整備部 公共交通機関 ・発生地域への旅行等の自粛要請
の利用者
・発生地域からの帰着時の対応
観光交流局 旅行業者
・発生地域との間の公共交通機関の運行状況
・国内外の発生地域、流行地の情報
福祉保健部 民生・児童委 ・要援護者に周知すべき事項等
員等
生活環境部 消費者
・食品との関連についての正確な情報
商工労働部 県内の商工業 ・感染拡大防止のため企業が自主的に行うべき対応
者、県外に進 ・発生地域での企業活動における注意事項
出している本
県関係企業
農林水産部 消費者
・農林水産物の出荷情報
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・食品との関連についての正確な情報（関係機関・団体
の連絡網や広報誌等も活用して周知）
(3) 広報
各部局は、元気づくり総本部（広報課）と連携し、一般県民に向けて次の事項を広
報する。
項目
内容
一般的・基本的な情 ・新型インフルエンザ等に関する基礎知識
報
・行政の対策
生活関連情報
・生活必需品の需給動向等
・公共交通機関の運行状況
・イベントの開催(中止)の状況
県民・事業者への呼 ・発生地域への旅行・出張、広域的なイベント開催等の自粛
びかけ
・職場や家庭における注意事項
・感染拡大防止のため企業が自主的に行うべき対応
・発熱等の新型インフルエンザ様の症状があっても、軽症のとき
は救急出動要請を控えるべきこと。
国内での発生状況
・新型インフルエンザ等の発生場所(都道府県名、市町村名)及び
発生時期
・発生した患者の居住市町村名、性別、年齢、職業等
・発生した患者や濃厚接触者への行政の対応（患者の入院措置、
濃厚接触者への予防投与、健康監視、外出自粛要請等）
・発症前後の活動地域、移動経路その他疫学調査から判った安心
情報（不特定多数の者との接触機会の有無、接触時の状況等）
・濃厚接触者の健康状況
(4) 相談窓口
新型インフルエンザ等に対する人々の関心が高まり、発生状況、感染予防策、食の
安全、生活必需品の確保等に関する多様な相談が数多く寄せられるようになると予想
される。
これに対し、総合事務所等の帰国者・接触者相談センターでは、状況に応じて窓口
要員を増強して対応する。
また、元気づくり総本部（県民室）及び日野振興センター並びに関係部局の分野別
相談窓口(第２章各期共通の３の(5)のウを参照)においても、引き続き県民や事業者か
らの相談に応じる。

４

予防・まん延防止
(1) 方針
新型インフルエンザ等のウイルス等の県内への侵入を防止するため、広域的な交通
機関等における要観察例に適切に対処しつつ、学校や福祉施設、集客施設に係る対応
も強化し、発生地域への移動や広域イベントの開催は自粛とする。
(2) 県内への侵入防止
この段階になると検疫体制は、海外及び国内の発生状況を見ながら順次縮小されてい
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くが、県としては、新型インフルエンザ等のウイルス等の県内への侵入をできる限り抑
止する必要がある。
そのため、地域振興部及び県土整備部は、広域的な公共交通機関（航空機、船舶、列
車、高速バス）を運行する事業者及びその関連施設の管理者に対して、鳥取県に向かう
乗客の中に最近発生地域に滞在していた有症者がいるとの情報がもたらされた場合には、
所轄の福祉保健局や検疫所の指導に従い、当該有症者の隔離や施設設備の消毒など必要
な防疫措置を行うとともに、従業者の感染防止措置を実施するよう要請する。
(3) 感染が疑われる者への対応
感染者の濃厚接触者や最近発生地域に滞在していた者に発熱等の新型インフルエンザ
様の症状があれば、新型インフルエンザ等への感染が強く疑われる。そうした者(以下「疑
似症患者等」という。)は、検疫や(2)の対応等により、この段階では県内においても確
認されることになる。これについては、次のように対処することにより感染拡大を防止
する。
ア 搬送・受入れ
疑似症患者等の住所地を所管する各福祉保健局は、その者と連絡を取り、症状や最
近の行動等を確認するとともに、帰国者・接触者外来を設置する感染症指定医療機関
等の受診を勧める。この際、感染拡大を防ぐため公共交通機関の使用は避けること、
自家用車で行くのが無理なら感染症移送車の使用も可能であることを伝える。
その受診に当たり福祉保健局は、当該医療機関にあらかじめ疑似症患者等の受入れ
を要請する。なお、重症者で緊急を要する場合は、消防局に対し、疑似症患者等であ
る旨を伝えた上で、受入れを了承している医療機関に搬送するよう依頼する。
イ

確認検査
福祉保健局は、搬送方法や受診時の注意事項などを疑似症患者等に連絡し、疫学調査
を開始するとともに、検体受取りのため感染症指定医療機関等へ向かう。受け取った検
体は、衛生環境研究所へ搬送し、同研究所で新型インフルエンザ等か否かの検査を行い、
疑われる場合は、国立感染症研究所に確認検査を依頼する。
なお衛生環境研究所では、速やかな検査が困難な量の検体の検査を行うことが必要に
なる場合に備え、検査の優先順位や近隣県との協力体制を確認しておくものとする。生
活環境部は、検査を円滑に行うため必要がある場合には、生活環境局等と調整して同研
究所に応援要員を派遣する。

ウ

疫学調査
福祉保健局は、疑似症患者等本人及びその同居者について、本人の症状とその推移、
行動とその経路、帰国(県)後の接触者、同居者の健康状況などを所定の様式により調査
する。同居者に対しては、必要な保健指導を行い、症例定義に合致する症状が現れた場
合の連絡方法等を伝える。
また、この調査で疑似症患者等と濃厚に接触したことが判明した者について、同様の
疫学調査を実施する。こうした対応状況については、厚生労働省に対し、随時報告する。

エ

県民対応
総合事務所等は、県内で疑似症患者等が確認された場合、不安になった県民からの相
談に対しては、帰国者・接触者相談センターで対応する。また、危機管理局及び福祉保
健部は、県のホームページ等で適宜情報を提供する。この場合、疑似症患者等が、風評
により不当な扱いを受けることがないよう留意しなければならない。
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(4) 健康観察
発生国からの入国者等に対する健康観察が、検疫体制の縮小に伴って順次行われなく
なる中、国内で新型インフルエンザ等の患者が増えてくると、その濃厚接触者の健康観
察が頻繁に行われるようになる。濃厚接触者が県内にいる場合、福祉保健局は、その者
に外出の自粛及び発症時の対応（第２章各期共通の３の(6)のウを参照）を指導した上で、
一定期間の健康観察を実施する。観察中に発熱等の新型インフルエンザ様の症状が現れた
場合、その者は疑似症患者として取り扱う。
(5) 学校に係る対応
ア 関係部局における対応
(ｱ) 教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園から次の事項について報告を求める。なお、収集した情報のうち基本的なもの
は全教職員に伝え、情報の共有化を図る。
① 発生地域での校外活動、その他発生地域の児童生徒等との交流活動の状況
② 児童生徒等の発熱等の新型インフルエンザ様の症状の発生状況
(ｲ) また、新型インフルエンザ等の県内発生に備え、各学校における対応マニュアル
の作成状況、臨時休業時の連絡体制や校内対策会議など危機管理体制の整備状況、
一時に多くの教職員が出勤できなくなる場合の対応計画の作成状況等を確認して
おく。
(ｳ) 県立学校及び私立学校の入学試験の延期等を行う場合の入学志願者への連絡方
法、問合わせ窓口等を定めるとともに、関係機関との連携・協力体制を確立する。
(ｴ) 病原性が低い新型インフルエンザの場合は、病原性の状況に応じて過大な対応と
ならないよう留意する。
イ

感染予防対策
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私立学
校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼稚園に対
して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 最近発生地域から帰(入)県した児童生徒等の有無を確認し、これに発熱等の新型イ
ンフルエンザ様の症状が見られた場合には、学校は児童生徒の及び保護者に対して、
直接医療機関を受診しないで直ちに帰国者・接触者相談センターに相談の上、そこで
紹介された医療機関を受診するよう指導すること。その際には、当該児童生徒等が風
評により不当な扱いを受けることがないよう留意すること。
(ｲ) 児童生徒等及び保護者に対し、国内外での新型インフルエンザ等の発生状況や基本
的な感染予防策（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）のほか、健康状態をよく把
握して発熱等の新型インフルエンザ様の症状の早期発見に努めること、及びそのよう
な症状があれば直ちに帰国者・接触者相談センターに相談し、その指示に従うことを
周知徹底すること。
(ｳ) その他、各学校の対応マニュアルに基づく感染防止措置を、状況に応じて実施する
こと。

ウ

児童生徒等の発生地域での活動に関する対応
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私立学
校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼稚園に対
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して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 児童生徒等に対し、発生地域への旅行等は自粛するよう指導するとともに、発生地
域への修学旅行等は中止又は延期すること。
(ｲ) 修学旅行等で発生地域に滞在中の児童生徒等に対して、次の情報を伝えること。
①滞在地域及びその周辺における感染者の発生状況、②新型インフルエンザ等の症
状、特性等、③基本的な感染予防策、④発症した場合の対応（滞在先の帰国者・接
触者相談センター等の紹介）、⑤公的機関の発出する注意情報や対応措置、⑥公共
交通機関の運行状況、⑤健康不安等についての相談方法
(6) 福祉施設に係る対応
ア 体制整備
(ｱ) 福祉保健部及び福祉保健局は、新型インフルエンザ等の県内発生に備え、各施設
における事業継続計画や対応マニュアルの作成状況、臨時休業時の連絡体制などを
確認しておく。
(ｲ) さらに、一時に多くの職員が出勤できなくなる場合の運営体制、通所施設の臨時
休業時における在宅困難者への対応策や入所施設・在宅サービス施設における厳格
な感染防止措置等（第３章未発生期の４の(4)のイを参照）については、具体的な手
順や内容まで確認しておく。
(ｳ) 病原性が低い新型インフルエンザの場合は、病原性の状況に応じて過大な対応と
ならないよう留意する。
イ

感染防止措置
福祉保健部及び福祉保健局は、各施設の管理者に対し、感染防止措置に関連して、次
のような対応を指導する。
(ｱ) 職員や利用者及びその家族に国内外での発生状況等に関する情報を積極的に提
供・共有して、基本的な感染予防策等を周知徹底すること。
(ｲ) 職員に対して、施設内での健康観察や自主的な健康把握により、自分や利用者の発
症を早期に発見するよう指示すること。
(ｳ) 利用者等に対して、発熱等の新型インフルエンザ様の症状があれば直ちに帰国者・
接触者相談センターに相談するよう指導すること。
(ｴ) 外来者に対しても、施設における感染防止措置に協力し、基本的な感染予防策を徹
底するよう要請すること。

(7) 集客施設に係る対応
各部局は、所管集客施設等について、県内で新型インフルエンザ等が発生するのを防止
するため、状況に応じた感染防止措置の実施と利用者等への基本的な感染予防策の周知を
指示又は要請する。
また施設ごとに、感染拡大防止のため臨時休業を行う場合の基準や手続を定めておく
よう指示・要請する。
(8) その他の社会的対応
ア 発生地域への移動自粛
(ｱ) 各部局は、関係する県民、事業者に対し、基本的な感染予防策（第２章各期共通
の３の(6)のアを参照）等の励行を呼びかけるとともに、国内の流行地情報を流して、
国内外の発生地域への旅行や出張の自粛を促す。
(ｲ) 観光交流局は、国内外の発生地域、流行地の情報を県内の旅行業者と共有し、ツ
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アー旅行を自粛するよう要請をする。
(ｳ) また、発生地域との間の人の行き来を伴い、又は誘発する県主催の交流事業や観
光客誘致事業等は、原則として中止又は延期する。県以外が主催するものについて
も、同様の対応を要請する。
イ

イベント、会議等の開催自粛
各部局は、参集範囲が限定されており他県からの参加・集客が見込まれないものを
除き、県主催のイベントや集会、会議等の開催は、原則として中止又は延期する。ま
た、県以外が主催するものについても、同様の対応を要請する。

ウ

宿泊施設の対応
生活環境部は、観光交流局と連携して、鳥取県観光連盟、県内各観光協会、鳥取県ホ
テル旅館生活衛生同業組合などを通じて旅館、ホテル等の宿泊施設に対し、宿泊客や
従業者の新型インフルエンザ等の感染が疑われる場合の対応（所轄の福祉保健局（帰
国者・接触者相談センター）に連絡した上で医療機関を受診してもらうこと、当該施
設の施設設備の消毒を行うこと等）の手順や体制を確認するよう要請する。
また、発生地域からの宿泊客について健康状態の把握に努めるとともに、発生地域
からの観光誘客活動を自粛するよう併せて要請する。

(9) 他県での封じ込め
国内発生の初期段階において、発生状況が一定の条件を満たす場合には、新型インフ
ルエンザ等の地域封じ込め対策が実施されることがある（「国内で新型インフルエンザ
が発生した場合の地域(案)(平成２０年４月 内閣官房)」を参照）。危機管理局及び福
祉保健部は、そうした対策が近隣県で行われるときは、県民へ正確な情報を提供し、不
安除去と注意喚起に努めるとともに、国や当該県が実施する封じ込め対策に対して必要
な協力を行う。
この対策により生活に支障が生じる地区が県内に生じるようであれば、その住民に対
し、市町村を通じて必要な支援を行う（第２章各期共通の６の(3)を参照）。
(10)予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手順が決まってから記載
イ 住民接種
（ア）福祉保健部は、福祉保健局とともに、県のワクチン供給体制の点検確認を進め
る。福祉保健局は、市町村の住民接種の準備状況の確認を行う。特に接種を行う
医療従事者の確保状況について、市町村の体制を確認する。
（イ）福祉保健部は、ワクチンの供給量、供給開始時期等について国の情報収集に努
める。
（ウ）福祉保健部は、市町村広報の補完として住民接種の必要性及び重要性について
事前に県民に対して周知するために、啓発記事の内容を作成し、元気づくり総本
部（広報課）に広報を依頼する。元気づくり総本部（広報課）は、その公共性に
鑑みて、テレビ、新聞広告及び県広報誌等の直接県民に知らせることができる手
段で広報するよう努める。
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(11)緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置（法第
４章参照）を講ずることとなる。
ア まん延防止に関する緊急事態措置に係る計画
福祉保健部は、速やかに次の項目によるまん延防止に関する緊急事態措置に係る計画
をとりまとめる。
(ｱ) 住民に対して不要不急の外出自粛の要請（法第４５条第１項）
① 不要不急の外出自粛の内容
医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持のために
必要なもの以外の外出は自粛する。
② 要請の期間
政府の基本的対処方針で示される期間とする。
③ 要請の区域
県の東部・中部・西部のブロック単位で設定することも考えられるが、県域
の広さ及び県民の移動状況を考慮して、県下全域とすることを原則とする。
④ 感染防止に必要な協力
マスク着用、咳エチケット、手洗い等の基本的な予防策（第２章各期共通の
３の(6)のア参照）
(ｲ) 学校、保育所等の施設管理者等に対する使用制限等の要請（法第４５条第２項）
① 対象施設（法施行令第１１条）
・学校、保育所（面積制限なし）
・劇場、集会所、百貨店、マーケット等の店舗、体育館、水泳場、博物館、ホ
テル、旅館、自動車教習所等（建築物の床面積の合計が１０００㎡超のもの）
※ リストアップに当たっては、福祉保健部は危機管理局その他の部局の協力
を得るものとし、各部局は迅速な協力をする。
② 要請の対象者
施設管理者、施設を利用する催事開催者
③ 使用制限等の内容（法施行令第１２条）
・感染防止のための入場者の整理
・新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場禁止
・手指の消毒設備の設置
・施設の消毒
・マスク着用等の感染防止措置の入場者への周知
・その他必要と認めて厚生労働大臣が公示するもの
④ 要請の期間
政府の基本的対処方針で示される期間とする。
(ｳ) 学校、保育所等以外の施設に対する協力要請（法第２４条第９項）
(ｲ)の対象施設に該当しないものについては、新型インフルエンザ等特別措置法
に基づくまん延防止に関する緊急事態措置としての要請はできないが、対策の実
効性を上げるために、新型インフルエンザ等特別措置法第２４条第９項に定める
規定を活用し、広く住民や各種の団体等に対して、感染防止の協力を呼びかける。
(ｴ) 実施状況の調査
(ｲ)の使用制限等の要請に対して、各部局は所管の施設が対策を実施している
か、適宜実態調査を行う。
(ｵ) 使用制限等の要請に応じない場合の対応（法第４５条第３項）
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福祉保健部は、必要な場合には、施設管理者等に対して使用制限等を実施する
よう文書を交付して指示を発する。
(ｶ) 融資措置（法第６０条他）
使用制限等の措置は、事業活動に内在する社会的制約であると考えられること
から、公的な補償は実施しないが、事業や生活の立て直しのために資金を必要と
する場合が考えられるので、商工労働部及び農林水産部は、公的な制度資金等の
活用を検討しておく。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、まん延防止に関する緊急事態措置に係る計画につい
て協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。

ウ

有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。ただし、
必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。

エ

５

公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、まん延防止に関する緊急事態措置
の内容について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及
び総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利
用して行う。
アの(ｲ)の学校、保育所等の施設管理者等に対する使用制限等の要請については、
要請文書（知事名）を送付する。要請文書の作成は福祉保健部が行い、発送は要請
先の所管部局が行う。

医療

(1) 方針
県内発生に備え、感染者に対する医療体制を強化するとともに、診療に必要な医薬
品や救急対応体制の整備を進める。
(2) 医療体制の整備
ア 体制強化
(ｱ) 総合事務所等は、状況に応じて帰国者・接触者相談センターの人員体制を強化
する。
(ｲ) 福祉保健部は、引き続き、感染症指定医療機関以外の医療機関にも帰国者・接
触者外来の設置を働きかけるとともに、入院病床の確保（第３章未発生期の５の
(2)のイを参照）も推進し、隔離目的の入院及び重症者の入院の受入体制を確保
する。医療機関がそれらの体制整備を進めるのに対する支援も、引き続き実施す
る。
(ｳ) 県立病院は、急性期病院としての機能を維持することも勘案しながら、帰国
者・接触者外来を維持運営していく。
(ｴ) 福祉保健部は、引き続き医療機関等に対し、慢性疾患患者の受診等を減らすた
め方策（第４章海外発生期の５の(2)のウの(ｳ)を参照）の実施を促す。
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県内発生期における医療体制

帰国者・接触者相談センター
検疫所
病院・診療所
（感染症指定医療機関以外）

帰国者・接触者外来

福祉保健局（保健所）

積極的疫学調査

患者との接触歴、発生地域への渡航歴
を有する有症者等

感染症指定医療機関（県立中央病院、県立厚生病院、
鳥取大学医学部附属病院、済生会境港総合済生会）
結核病床を含む協力医療機関
新型インフルエンザ等
ウィルス（＋）

入院勧告

新型インフルエンザ等
ウィルス（－）

入院または自宅（症状に応じて）

イ 診察時の患者把握
(ｱ) 新型インフルエンザ等のウイルスが既に県内に侵入していることも想定し、一般
の医療機関においても、発熱等の新型インフルエンザ様の症状があり、問診等により、
疑似症患者だと診断された者については、衛生環境研究所で検査を実施し、疑われ
る場合は、国立感染症研究所に確認検査を依頼する。
(ｲ) 福祉保健部は、それまでに得られた新型インフルエンザ等に関する知見を整理し、
医療機関等に情報提供するとともに、症例定義など国から示された基準類について
も速やかに伝達し、医療機関における迅速・的確な患者把握に資する。
(3) 抗インフルエンザウイルス薬等
ア 抗インフルエンザウイルス薬
(ｱ) 福祉保健局は、濃厚接触者とされた者や検疫、患者搬送、疫学調査、健康観察等
を行う関係機関の職員について、状況を総合的に勘案して必要と認められるときは、
予防投与を行う。なお、疑い例とされた者等については、医療機関が必要に応じて
予防投与を行う。
(ｲ) 福祉保健部は、抗インフルエンザウイルス薬の確保対策（第２章各期共通の５の
(3)を参照）を引き続き推進する。
(ｳ) 福祉保健部は、抗インフルエンザウイルス薬の流通量が一定量以下になる状況に
備えて、県の備蓄分を放出する準備を進めるとともに、国の備蓄分の放出方法等を
確認する。
イ ワクチン
(ｱ) 福祉保健部は、プレパンデミックワクチンの接種が可能になった場合には、直ち
に国に当該ワクチンの供給を要請し、供給され次第、かねて策定していた接種実施
計画に基づいて接種を開始するよう医療機関に要請する。
(ｲ) 福祉保健部は、パンデミックワクチンの接種も可能になった場合には、これにつ
いても同様に対応し、基本的にはこちらの方を優先して接種を行うよう医療機関に
要請する。
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(4) 救急搬送の確保
ア 職員指導
危機管理局は、各消防局に対し、救急隊員を始めとする消防職員に次のような対応
を徹底しておくよう要請する。
(ｱ) 発熱等の新型インフルエンザ様の症状のある職員は、速やかに帰国者・接触者相談
センターに相談し、そこで紹介される医療機関を受診するとともに、出勤は控える
こと。
(ｲ) 基本的な感染予防策（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）を励行すること。
イ 要員確保
(ｱ) 危機管理局は、各消防局に対し、職員の健康状態の把握に努め、その感染状況を
随時報告するよう要請する。
(ｲ) また、感染が広がっても救急業務等に支障が生じないようにするため、ローテー
ションの変更、他部署の職員の転用などを行う手順等を確認しておくよう促す。
(ｳ) 危機管理局は、新型インフルエンザ等の患者（疑似症患者を含む。）に濃厚接触
した救急隊員が(プレ)パンデミックワクチンを未接種で、かつ十分な感染防止措置
を講じていなかった場合には、予防投与の対象になることを関係者に周知する。
ウ

その他
危機管理局は、上記ア及びイで消防局に要請したような事項は、市町村を通じて消
防団に対しても要請するものとする。

(5) 病原性が低い新型インフルエンザへの対応
病原性が低い新型インフルエンザの場合は、患者等の活動制限や医療資源の消費は最
小限に止めるべきであり、そのため、次のとおり強毒型の場合と異なる対応も必要にな
る。福祉保健部及び福祉保健局は、こうした点にも留意しつつ、医療機関等と連携して
効率的な医療体制の整備を推進するものとする。
① 病原性が低いの場合、患者の隔離入院は行わず、入院は重症者のみとし、軽症者は
自宅療養とすること。従って、患者の入院受入れが可能な病床は、強毒型の場合ほど
多くは必要ないこと。
② 病原性が低いの場合、濃厚接触者への予防投与は、重症化のおそれのある人等以外
は行わないこと。従って、抗インフルエンザウイルス薬の消費は、病原性が高い新型
インフルエンザの場合よりは少なくなること。
(6) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を講ず
ることとなる。
ア 医療等の提供体制の確保措置
福祉保健部は、速やかに、医療等の提供体制の確保措置として、医療機関及び医薬
品等卸売事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が、自らが定めた事業計画
の定めるところにより、次の項目を実施するよう要請する事務手続きを行う。（法第
４７条参照）
なお、この要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第８項に基づき、
県対策本部長が行うものである。
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(ｱ) 医療機関である指定地方公共機関への要請
・開業時間の延長
・院内感染の防止措置のさらなる徹底
・救急患者の搬送体制の確保
・その他必要な措置
(ｲ) 医薬品等卸売事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関への要請
・抗インフルエンザウイルス薬、ワクチン、防護資機材等の県内流通量の確保
・上記薬品、物品の配送体制の整備
・その他必要な措置
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、医療等の提供体制の確保措置について協議し決定す
るために、県対策本部会議を開催する。

ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、医療等の提供体制の確保措置につい
て、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及び
総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用し
て行う。
また、福祉保健部は指定公共機関及び指定地方公共機関の長宛てに要請文書（県対
策本部長名）を発送する。

６

県民生活及び県民経済の安定の確保

(1) 方針
ライフライン関係など基本的な社会機能に関わる事業者や公共交通機関を運行する事
業者を重点に、県内のあらゆる事業者に本格的な対応準備や職場における感染防止措置
の実施を促すとともに、食料など県民生活に不可欠な物資やサービスの供給確保対策も
推進する。
なお、病原性が低い新型インフルエンザの場合は、病原性の状況に応じて過大な対応
とならないよう留意する。
(2) 事業者の事業継続
各部局は、関係する業界団体等を通じて事業者に対し、必要に応じて職場における感
染防止措置を実施するよう促すとともに、事業継続計画の実行準備をしておくよう働き
かける。
商工労働部及び農林水産部は、新型インフルエンザ等の影響を受ける企業や農業者に
対し、前述の分野別窓口で経営相談や金融支援の斡旋などを行うとともに、国の支援措
置の動向を確認し、新たな金融支援策も検討・実施する。
(3) ライフライン等の確保
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ア 関係事業者への要請
各部局は、ライフライン関係その他の基本的な社会機能に関わる事業者（第２章各
期共通の６の(1)を参照）に対し、次のような対応を要請する。
事業継続
・新型インフルエンザ等まん延時にも維持すべき業務の要員や資材
の確保に努めること。
・その時にも当該業務が継続できるよう、緊急時の指揮命令系統や
担当業務の交代、勤務形態の変更、補助要員の確保などに留意し
つつ、事業運営体制の移行準備を進めること。
・故障等がよく発生する箇所については、メンテナンスを強化して
おくこと。
情報の収集等
・国内外の発生状況等に関する情報を厚生労働省、外務省等の政府
機関、地方公共団体、世界保健機関（ＷＨＯ）等の国際機関から
入手するとともに、事業者団体、関係企業等と情報交換を行うこ
と。
・そうして得られた情報を新型インフルエンザ等対策や事業継続計
画の見直し等に役立てるとともに、事業者としての対応方針と併
せて、社内外に迅速に周知すること。
・電気事業者にあっては、通常レベルの電力供給が困難になり、節
電等が必要となった場合には、県に連絡すること。
従業者の啓発等 ・従業者に対し、新型インフルエンザ等に関する情報を正確に伝え
、職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３の(6)を参
照）や健康状態の自己把握について注意を喚起すること。
・従業者に対し、発熱等の新型インフルエンザ様の症状があれば出
勤しないよう指導し、必要があれば、産業医等の意見を聞いた上
で自宅待機とすること。
・従業者の発生地域への出張は、できる限り中止・延期すること。
・（同居者が）発生地域から帰県した従業者に対し、発熱等の新型
インフルエンザ様の症状がある場合は直ちに帰国者・接触者相談
センターに相談するよう指導すること。
イ 県のライフライン事業
(ｱ) 企業局は、県による電力及び工業用水の安定供給を維持するため、関係事業者に
対し、次のとおり指示する。
① 施設の運転に必要な物資を供給する事業者は、備蓄量が不足している物資を速や
かに確保し、その供給継続が困難な場合には代替手段を検討すること。
② 施設の運転・管理を受託する事業者は、従業者の健康管理を徹底し、委託業務を
着実に実施すること。
(ｲ) 総務部は鳥取県情報ハイウェイについて、生活環境部は天神川流域下水道につい
て、それぞれ上記に準じた対応を行う。
ウ 公共交通機関
(ｱ) 地域振興部及び県土整備部は、公共交通機関を運行する事業者・団体(以下「公共
交通事業者」という。)に対し、駅構内、バスターミナル、空港、旅客船ターミナル、
車内、船内など多くの公衆が集まる場所におけるポスター掲示、構内放送、車内放
送等により、利用者に発生地域への旅行等の自粛、発生地域から帰った時の適切な
対応、基本的な感染予防策（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）の励行等を呼び
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かけるよう、事業者団体等を通じて要請する。
(ｲ) 地域振興部は、公共交通事業者に対し、検疫所及び福祉保健局の指導に従い、こ
れらと協力して感染拡大を防止するため必要な措置を実施するよう要請する。
(ｳ) さらに、状況によって地域振興部は、観光バスやチャーター便等の発生地域への
運行自粛を要請する。この場合において、敢えて発生地域へ運行するときは、十分
な感染防止措置を実施するよう指導する。
(ｴ) また、多くの便を運休せざるを得ない状況になっても、極力運行を維持すべき便
（多くの人が病院に行くために利用するなど）について、あらかじめ公共交通事業
者や市町村と調整しておくものとする。
(ｵ) その他、基本的な社会機能に関わる事業者に対して要請する事項については、公
共交通事業者に対しても要請する。
(4) 生活必需品の確保
ア 医薬品、日用品
(ｱ) 福祉保健部及び生活環境部は、引き続き医薬品及び日用品の安定供給に向けた体
制づくりを進める。
(ｲ) 生活環境部は、マスクについて県内卸売販売業者に在庫量を確認するとともに、
状況に応じて在庫量の一定確保を図り県内への安定供給に努めるよう要請する。
イ

食料
農林水産部は、農林水産業に従事する者及び農協、漁協その他の関係団体に対し、
食料の安定供給確保対策の準備状況を踏まえ、必要な調整等を行ってその実施体制を
整えるよう要請する。

(5) その他の支援
ア 生活支援
(ｱ) 福祉保健部は、市町村と連携し、在宅サービスが不可欠な高齢者や障がい者、罹
患すると日常の買い物が困難になる世帯等への支援の準備を促進する。
(ｲ) 生活環境部は、市町村と連携してそうした支援を行うため、災害時の応援協定を
締結している事業者等から物資を調達する準備を進める。
イ 廃棄物処理対策
生活環境部は、新型インフルエンザ等がまん延しても感染性産業廃棄物が円滑に処理
できる体制づくりを引き続き推進する。
ウ 火葬等の体制整備
(ｱ) 生活環境部は、市町村に対し、新型インフルエンザ等がまん延しても埋火葬が円
滑に行える体制づくりを引き続き進めるよう要請する。また埋火葬に関する広域応
援等について検討するよう要請する。
(ｲ) 生活環境部は、火葬場管理者等に対し、必要な情報を提供して新型インフルエン
ザ等の県内発生に備えた対応準備を促すとともに、その業務に従事する者の健康管
理に配慮するよう要請する。
(ｳ) 生活環境部は、災害時の応援協定を締結している葬儀社等に対し、棺の在庫数量
を確認しておく。
(6) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
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県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を講ず
ることとなる。
ア 県民生活及び県民経済の安定に関する措置
福祉保健部は、速やかに県民生活及び県民経済の安定に関する措置について、とりま
とめる。
(ｱ) 事業者の対応（法第４条）
・新型インフルエンザ等の予防対策
・職場内における感染防止
・訪問者、利用者等の感染防止
・可能な限り不要不急の業務を一時的に縮小し、事業継続に不可欠業務への重点化
・家族の看護、保育所の臨時休業に伴う従業員の休暇取得環境の整備
・不要不急の出張、社内旅行等の見合わせ
・その他、感染防止のために必要な措置
(ｲ) 電気及びガス並びに水の安定供給（法第５２条）
・関係職員の参集体制の確認
・停電時の電力の融通
・停電、ガス供給停止、断水の予防措置
・水道事業者の消毒その他衛生措置の徹底
・関係機関の連携体制の確認
・その他安定供給を実施するために必要な措置
(ｳ) 運送・通信・郵便の確保（法第５３条）
・旅客及び貨物運送を適切に実施するため、車両、施設の状況確認
・車両、施設内の秩序維持
・車両、施設の防疫措置
・通信における臨時回線設定の準備
・郵便物の送達確保
・窓口業務の維持
・その他必要な措置
(ｴ) サービス水準に係る県民への呼びかけ（法第４条）
① 新型インフルエンザ等対策においては、住民や事業者の地道な予防策の実施が
ピーク時の感染者の数を押し下げ、医療提供体制や社会的安定が著しく損なわれ
る緊急事態の回避につながる。このような観点から、県民に対して、県内の事業
者のサービス水準が低下することはやむを得ないものであることを説明し、理解
を求める。
② 各部局は、適宜、関係する業界団体等を通じて、事業者のサービス水準の状況
を調査しておく。
(ｵ) 緊急物資の運送等（法第５４条）
① 商工労働部は、司令部の指示により運送業者である指定公共機関又は指定地方
公共機関に対して、食料品等の緊急物資の運送を要請する手続きを行う。
② 福祉保健部は、司令部の指示により医薬品等卸売事業者である指定公共機関又
は指定地方公共機関運に対して、医薬品又は医療資機材の緊急物資の配送を要請
する手続きを行う。
③ ①又は②の要請は、運送又は配送すべき物資名、数量、場所及び期日を記載し
た書面（知事名）をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、電話、メール又
はファクシミリ等で要請を伝達し、後日書面を発送する。
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④ 正当な理由がないのに運送をしない場合は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法第５４条第３項に基づき、書面（知事名）をもって指示をする。
(ｶ) 生活関連物資等の価格の安定等（法第５９条）
生活環境部は、消費者物価の監視を強化するとともに、生活に関連が高い品目に
ついて、高騰が生じていると認められる場合は、必要な措置をとる。
(ｷ) 犯罪の予防
生活環境部は、警察本部と連携して、混乱に乗じた各種犯罪が発生しないよう、
広報啓発活動を推進する。
イ 県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、県民生活及びけん民経済の安定に関する措置につい
て協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。
ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。ただし、
必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、県民生活及び県民経済の安定に関す
る措置について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及び
総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用して
行う。
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第６章

県内発生早期（国内発生早期、国内感染期）

（県内で新型インフルエンザ等が発生した状態）
【方針】○県内での感染拡大をできる限り抑える。
○患者に適切な医療を提供する。
○感染拡大に備えた体制を整備する。

１

実施体制
(1) 方針
感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き感
染対策等を充実強化し、県内における新型インフルエンザ等の感染被害を最小限に抑
える態勢をとる。
(2) 県対策本部会議の開催
危機管理局と福祉保健部は、直ちに県対策本部会議を開催し、県内で新型インフル
エンザ等が発生し、県内発生早期に移行したことを確認するとともに、各部局で情報
の共有を行い、今後の対応等について協議する。
(3) 各部局の体制
各部局は、基本的には、海外発生期以来の体制（第４章海外発生期の１の(2)を参照）
を維持し、所定の対策や準備を推進していく。
なお、総務部及び各部局は、県の対応が「県内感染期」の段階へ移行し、鳥取県庁
業務継続計画が発動された場合を想定して準備しておく。
(4) 次期体制への移行
対策本部長は、県内における新型インフルエンザ等の発生状況等から見て必要があ
ると認めるときは、県の対応を「大規模流行期」の段階へ移行することができる。
(5) 政府現地対策本部の設置
政府現地対策本部は、県庁第２庁舎４階の災害対策本部スペースに設置し、県対策
本部と緊密な連携を行う。
(6) 緊急事態宣言
ア 緊急事態宣言の発出
政府が鳥取県を含む区域を対象として新型インフルエンザ等緊急事態宣言を出
した場合は、福祉保健部は直ちに県内の市町村に連絡し、速やかに市町村対策本
部を設置するよう要請する。
イ

対応方針の見直し
危機管理局及び福祉保健部は、速やかに県対策本部会議を開催し、市町村との
連携を前提とした県の対応方針の見直しを行う。

ウ

市町村との連携
危機管理局及び福祉保健部は、県（総合事務所等含む。）と市町村との連絡会
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議をテレビ会議で開催し、対応方針を摺り合わせ、県と市町村との役割分担や協
力体制等について協議し、情報交換を行う。
※ 第５章県内未発生期の１の(3)と同じ

２

サーベイランス・情報収集
(1) 方針
県内における新型インフルエンザ等の発生状況に関する情報や、抗インフルエンザ
ウイルス薬、ワクチンの有効性・安全性、その社会的・経済的な影響に関する情報を
速やかに収集し、迅速かつ効果的な対策展開による県民生活の安定確保に資する。
(2) 各部局の情報収集
各部局は、輻輳による通信の途絶等にも留意して多重化された情報伝達ルートを利
用し、次のような情報を入手する。
区分
担当部局
収集する情報
新型インフル 各部局
エンザ等の情
報

交通機関の状
況
観光客の状況
福祉・医療へ
の影響

ライフライン
への影響
生活必需品の
需給等に関す
る情報
教育への影響

経済への影響

・国内での新型インフルエンザ等の発生状況（厚生労
働省より）
・各省庁、発生県等の対応方針、対応状況
・県内外の経済社会への影響状況
福祉保健部、衛 ・新型インフルエンザ等の特性等に関する情報
生環境研究所
福祉保健部、
・国が発出する流行期情報
危機管理局
地域振興部
・県内外の公共交通機関の運行状況、従業員の罹患状
況
観光交流局
・本県への観光客の入り込み状況
・全国的な旅行業者の動向
福祉保健部
・福祉施設における発生状況と臨時休業の状況(｢社会
福祉施設等における感染症発生時における報告につ
いて(平成１７年２月厚生労働省健康局長他通知)｣｢
社会福祉施設等における新型インフルエンザ対応マ
ニュアル｣を参照)
・医療機関の状況
危機管理局、総 ・電気、ガス、上下水道、通信の状況
務部、生活環境
部、企業局
生活環境部
・食の安全、生活必需品の物価動向等に関する情報
・災害時等の物資提供に関する協定を締結している量
販店等の店舗の状況
農林水産部
・農林水産物の生産、出荷、流通等の状況
地域振興部、福 ・国公立学校、私立学校等における発生状況
祉保健部、教育 ・国公立学校、私立学校等の臨時休業の状況
委員会
商工労働部
・事業者の対応状況(臨時休業、イベント中止等)
・企業活動への影響状況
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(3) サーベイランス
福祉保健部及び衛生環境研究所は、海外発生期から実施している患者発生サーベイ
ランス、ウイルスサーベイランス、入院サーベイランス及び学校サーベイランス、疑
い症例調査支援システムによるサーベイランス、アウトブレイクサーベイランス、パ
ンデミックサーベイランス、予防接種副反応迅速把握システムによるサーベイランス
(プレパンデミックワクチンの接種が開始された場合)を引き続き実施する。
また、農林水産部は、家きん、豚等におけるインフルエンザサーベイランスを引き
続き実施する。

３

情報提供・共有
(1) 方針
新型インフルエンザ等の県内発生の状況をリアルタイムで情報提供して、県民に注
意を促すとともに、社会・経済への影響が大きい学校や集客施設の臨時休業、イベン
トの開催中止等に関する情報も積極的に提供して、そうした対応に対する県民の理解
と協力を確保する。
(2) 個別的な情報提供
各部局は、次のような情報についても、関係先に対して個別に提供する。
担当部局
提供先
提供する情報
各部局
関係する県民・事 ・県内外における新型インフルエンザ等の発生状況
業者及び機関・団 ・新型インフルエンザ等の具体的症状、特性等
体
・新型インフルエンザ等に関する予防と対策の基礎知
識
・職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３
の(6)を参照）
・学校や福祉施設、集客施設の臨時休業、イベントの
開催中止等の状況
・帰国者・接触者相談センターを始めとする相談窓口
の連絡先等
危機管理局 消防局
・新型インフルエンザの患者を搬送すべき医療機関
地域振興部 交通事業者
・県内外の公共交通機関の運行状況
観光交流局 交通事業者
・米子ソウル便等の運航状況
旅行業者
・観光誘客活動(県外発生地域からの誘客活動及び県内
発生圏域への誘客活動)の自粛状況
・国内外の発生地域、流行地の情報
福祉保健部 社会福祉協議会
・新型インフルエンザ等で被害を受けた低所得者、障
がい者又は高齢者の世帯が利用できる生活福祉資金
（療養・介護等資金）の貸付制度に関する情報
民生・児童委員等 ・要援護者に周知すべき事項等
日本赤十字社鳥取 ・市町村からの応援協力要請等に関する情報
県支部
商工労働部 県内の商工業者
・感染拡大防止のため企業が自主的に行うべき対応
農林水産部 消費者
・農林水産物の出荷情報
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・食品との関連についての正確な情報（県外に向けて
周知）
(3) 広報
各部局は、元気づくり総本部（広報課）と連携し、一般県民に向けて次の事項を広
報する。
項目
内容
一般的・基本的な情報
・新型インフルエンザ等に関する基礎知識
・全国的な発生動向、対応状況等
生活関連情報
・生活必需品の需給動向等
・公共交通機関の運行状況
・学校や福祉施設、集客施設の臨時休業、イベントの開催
中止等の状況
・医療機関等の状況（帰国者・接触者外来の設置状況等）
県民・事業者への呼びかけ ・県内外の発生地域への旅行・出張等の自粛、イベント等
の開催自粛
・職場や家庭における注意事項
・集客施設の営業自粛、その他感染拡大防止のため企業が
自主的に行うべき対応
・発熱等の新型インフルエンザ様の症状があっても、軽症
のときは救急出動要請を自粛
・新型インフルエンザ等による被害への支援制度
県内 ①３例目(注)までの １ 感染したと思われる地域（国外なら国名及び都市又は
での 発生時（濃厚接触
州名、国内なら都道府県名及び市町村名）、そこでの滞
発生 者が限定される場
在期間及び感染様式
状況 合）
２ 患者に関する基本情報(住所(市町村名のみ)、性別、年
齢、職業)
３ 患者や濃厚接触者に対する措置（患者への入院勧告、
濃厚接触者への予防投与、健康観察、外出自粛要請 等）
、濃厚接触者の確認数、現在の患者の病状及び濃厚接触
者の健康状態
４ 疫学調査の結果（発症前後の行動概要、他者との濃厚
接触の機会とその時の状況）
５ 患者は発生したが、濃厚接触者は限定・特定されてい
ること
(注)「３例目」が適当かどうかは、その時の状況によっ
て判断すること。
②３例目までの発生 ①の１～４に加えて次の事項
時（濃厚接触者が １ 疫学調査の結果(発症２４時間前以降に患者が利用し
限定されない場合
た公共交通機関など、不特定の者と濃厚接触したと思わ
）
れる場所と、その時期)
２ 患者と濃厚接触した可能性がある人は、発熱等の新型
インフルエンザ様の症状が出たときは、直ちに最寄りの
福祉保健局が設置した帰国者・接触者相談センターに相
談し、その指示に従うべきこと
３ 本事例の発生を受けて学校等の臨時休業やイベントの
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中止等の措置をとる場合には、当該措置の内容及び実施
期間
③それより後の発生 １ 患者に関する基本情報(住所(市町村名のみ)、性別、年
時
齢、職業)
２ 現在の患者の病状
３ 濃厚接触者の発生状況(限定の有無、確認数、現在の健
康状態)
４ 本事例の発生を受けて学校等の臨時休業やイベントの
中止等の措置をとる場合には、当該措置の内容及び実施
期間
④感染者が初めて死 １ 患者に関する基本情報（住所（市町村名のみ）、性別
亡した時
、年齢、職業）
２ 死亡日時
３ 発症から死亡までの経過概要
４ 濃厚接触者の現在の健康状態
(4) 相談窓口
新型インフルエンザ等に対する危機感から、窓口相談は一層増加すると思われ、帰
国者・接触者相談センターについては、更なる増員等が必要になる。
また、これを補完する元気づくり総本部（県民課）及び日野振興センターの相談窓
口や関係部局の分野別相談窓口も、状況に応じて機能強化を図るものとする。
なお、この段階から総合事務所農林局（日野振興センター日野振興局含む。）及び
東部農林事務所（以下「農林局」という。）は、関係団体と連携し、必要に応じて農
林水産物の風評被害対策を実施するため、食料供給に係る相談窓口を開設する。

４

予防・まん延防止
(1) 方針
感染者を早期に確認するため、疑似症患者等や濃厚接触者について引き続き疫学調
査や健康観察を実施しつつ、状況に応じて学校や福祉施設、集客施設の臨時休業、イ
ベントの開催中止等を行い、県内における感染拡大を防止する。
(2) 感染が疑われる者への対応
県内で新型インフルエンザ等の患者が発生すると、その者から感染しているおそれ
のある濃厚接触者も何人か発生するのが普通である。その他にも、様々なルートで多
くの疑似症患者等が発生するようになると思われ、流行のピークを遅らせるためには、
感染が確認された患者のほか、これら感染が疑われる者への対応が極めて重要になっ
てくる。
これについては、県内未発生期と同様に、疑似症患者等に感染症指定医療機関（帰
国者・接触者外来）を受診してもらい、確認検査、疫学調査等を実施するとともに、
発熱等の新型インフルエンザ様の症状の出ていない濃厚接触者については健康観察を
行う。（第５章県内未発生期の４の(3)及び(4)を参照）
生活環境部は、こうした措置や診察時における患者把握のための対応(５の(2)のイ
を参照)により確認検査の実施件数が増加し、衛生環境研究所において迅速な確認検査
が困難になるような場合には、かねて準備していたところに従って、応援要員の派遣、
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近隣県への協力依頼、優先案件の先行検査等の措置を講ずる。
(3) 感染者の入院勧告
福祉保健部及び福祉保健局は、確認検査により感染が確認された者に対しては、軽
症でも感染症指定医療機関に入院するよう勧告する。なお、新型インフルエンザ等の
病原性が低いことが判明した場合は、入院勧告の措置を緩和する等柔軟な対応をする。
(4) 学校に係る対応
ア 臨時休業
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) その学校の児童生徒等(他人に感染させるおそれのある時期に登校していなか
った者を除く。)が新型インフルエンザ等に感染したことを確認した場合には、直
ちに学校医や所轄の福祉保健局と相談の上で、当該学校について、自主的に臨時
休業すること。その際の休業期間は、ひとまず７日間程度とし、その間に当該学
校の児童生徒等から新型インフルエンザ等の患者(疑似症患者を含む。以下同じ。)
が新たに発生しなければ、学校医や所轄の福祉保健局と相談の上で休業を解除し、
新たな発生があれば休業を延長すること。
(ｲ) さらに、感染拡大を防止するため必要があると認める場合(患者の感染経路が確
認できない場合、その発症前後の活動地域が広範に及ぶ場合、濃厚接触者が多数
にわたる場合など)には、発症前後における新型インフルエンザ等の患者及びその
濃厚接触者の活動地域や、児童生徒等の通学区域、生活圏等を勘案して設定する
一定の区域(原則として小中学校は(旧)市町村単位、高校は圏域(東部・中部・西
部)単位とする。)内に所在する全ての学校に一斉休業を求めるので、その場合に
は、患者が未発生の学校も、求められた期間中は臨時休業すること。
(ｳ) 臨時休業する場合には、その間における児童・生徒の家庭学習を支援・促進す
るため、必要な措置を講ずること。
イ

関係部局における対応
(ｱ) 教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、危機管理局、
福祉保健部（健康医療局）等を通じて発生した患者の家族、学校等や発症前後の
行動に関する情報を収集し、学校がとるべき対応等について福祉保健部（健康医
療局）と協議する。
(ｲ) また、教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）内の対策
会議を常設とし、情報共有及び連絡調整を行うとともに、県立学校、教育機関、
市町村教育委員会及び私立学校等との連絡を密にし、公立学校、鳥取大学附属学
校部及び私立学校の児童生徒等について、有症者及び新型インフルエンザ等の患
者の発生状況の報告を求める。
(ｳ) 教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、臨時休業中
の授業等の履修上の取扱いについて、各学校と調整する。
(ｴ) さらに、状況によっては県立学校及び私立学校の入学試験の延期等を決定し、
入学志願者や学校関係者、関係機関等に連絡する。

ウ 学校における対応
教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域振興部は私
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立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）は私立幼
稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) 校内対策会議を常設して対処方針を協議し、それぞれの対応マニュアルに基づ
く感染防止措置を実施するとともに、対外的な交流行事等は中止又は延期し、必
要があればアの(ｱ)及び(ｲ)の場合以外でも、学校医や所轄の福祉保健局と相談の
上で自主的に臨時休業すること。
(ｲ) 児童生徒等の健康状態把握に努め、有症者に対しては、登校を控えて直ちに帰
国者・接触者相談センターに相談し、その指示に従うよう指導すること。
(ｳ) 学校内で有症者が発生した場合には、その者を直ちに個室に隔離した上で、所
轄の福祉保健局に連絡して適切な医療機関への搬送を手配すること。その後、関
係する施設設備の消毒を速やかに実施すること。
(ｴ) 児童・生徒及びその保護者に対し、ファクシミリ、電子メール、ホームページ
等を利用して、次のような情報を正確に伝えること。
①国内、県内での発生状況、②新型インフルエンザ等の症状、特性等、③職場
や家庭における注意事項（第２章各期共通の３の(6)を参照）
(5) 福祉施設に係る対応
ア 臨時休業
福祉保健部及び福祉保健局は、通所施設の臨時休業について、次のような対応を
要請する。
(ｱ) 当該施設の管理者は、その利用者等(他人に感染させるおそれのある時期に通所
していなかった者を除く。)が新型インフルエンザ等に感染したことを確認した場
合には、直ちにかかりつけの医療機関や所轄の福祉保健局と相談の上で、その施
設を自主的に臨時休業すること。その際の休業期間は、ひとまず７日間程度とし、
その間に当該施設の利用者等から新型インフルエンザ等の患者が新たに発生しな
ければ、かかりつけの医療機関や所轄の福祉保健局と相談の上で休業を解除し、
新たな発生があれば休業を延長すること。
(ｲ) さらに、感染拡大を防止するため必要があると認める場合には、発症前後にお
ける新型インフルエンザ等の患者及びその濃厚接触者の活動地域や、利用者等の
通所区域、生活圏等を勘案して設定する一定の区域(原則として(旧)市町村単位と
する。)内に所在する全ての同種施設について一斉休業を求めるので、その場合に
は、患者が未発生の施設も、求められた期間中は臨時休業すること。
(ｳ) 当該施設が臨時休業している間、自宅で保育、介護等を受けることが困難な利
用者(保護者が新型インフルエンザ等の診療やライフラインの維持に不可欠な業
務に従事している者、介護できる家族等がいない者 等)については、特例的に当
該施設での受入れを継続するか、他の施設に一時的に受け入れてもらうようにす
ること。
イ

指導体制の強化
(ｱ) 福祉保健部及び福祉保健局は、発生した患者の家族、保育・介護の状況、発症
前後の行動等に関する情報を収集し、各施設がとるべき対応等を検討する。
(ｲ) 福祉保健部及び福祉保健局は、各施設の管理者との連絡を密にし、その利用者
等について、有症者及び新型インフルエンザ等の患者の発生状況の報告を求める。

ウ 施設における対応
福祉保健部及び福祉保健局は、各施設の管理者に対し、次のような対応を指導する。
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(ｱ) 施設内対策会議を常設して対処方針を協議し、それぞれの対応マニュアルに基
づき、状況によっては次のような感染防止措置も実施すること。
① 有症者（出入業者や面会者のほか、場合によっては通所施設の利用者も含む。）
の施設内への立入を制限すること。
② 入所施設において、発熱等の新型インフルエンザ様の症状のある入所者を個室
に移動させること。
(ｲ) 入所施設や在宅サービス施設は、上記①、②のような措置を徹底すること等に
より事業を継続し、休業等は極力回避すること。通所施設は、必要があればアの
(ｱ)及び(ｲ)の場合以外でも、かかりつけの医療機関や所轄の福祉保健局と相談の
上で自主的に臨時休業すること。
(ｳ) 入所施設や在宅サービス施設で事業継続が困難になったときは、その利用者が
市町村による支援（本章の６の(6)を参照）、他の同種施設の入所やサービスに円
滑に移行できるよう、十分な調整を行うこと。
(ｴ) 利用者等の健康状態把握に努め、有症者に対しては、通所・出勤を控えて直ち
に帰国者・接触者相談センターに相談し、その指示に従うよう指導すること。
(ｵ) 施設内で有症者が発生した場合には、これを直ちに個室に隔離した上で、所轄
の福祉保健局に連絡して適切な医療機関への搬送を手配すること。その後、関係
する施設設備の消毒を速やかに実施すること。
(ｶ) 利用者及びその保護者等に対し、ＦＡＸ、電子メール、ホームページ等を利用
して、次のような情報を正確に伝えること。
①国内、県内での発生状況、②新型インフルエンザ等の症状、特性等、③職場や
家庭における注意事項
(6) 集客施設に係る対応
ア 臨時休業
各部局は、所管集客施設等の臨時休業について、次のような対応を要請する。
(ｱ) 不特定多数の者が利用する集客施設の利用形態は、匿名性・一時性が高いのが
普通で、施設の職員はともかく利用者が新型インフルエンザ等に感染したのを確
認することは非常に困難である。しかし県内で患者が相次いで発生するような段
階になると、当該患者の疫学調査により、その者が県内の集客施設を利用し、そ
こで他の利用者や施設の職員と濃厚接触したことが確認される事態も生じてくる
と思われる。
そうした場合には、そこから感染が広がっていくおそれがあるので、公的主体
が管理するものはもちろん、民間企業が運営する集客施設についても、直ちに産
業医や所轄の福祉保健局と相談の上で、自らの社会的責任として自主的に臨時休
業すること。その際の休業期間は、ひとまず７日間程度とし、その間に当該施設
の利用者等と濃厚接触した新型インフルエンザ患者が新たに発生しなければ、産
業医や所轄の福祉保健局と相談の上で休業を解除し、新たな発生があれば休業を
延長すること。
(ｲ) さらに学校等の場合と同様に、感染拡大を防止するため必要があると認める場
合には、発症前後における新型インフルエンザ等の患者及び濃厚接触者の活動地
域等を勘案して設定する一定の区域内に所在する全ての同種施設について一斉休
業を求めるので、その場合には、患者が利用していない施設も、求められた期間
中は臨時休業すること。
(ｳ) 臨時休業すると社会的・経済的に深刻な影響が生じる場合には、運営方法につ
いて感染拡大防止のための工夫(施設設備の徹底的な消毒、事実関係とそれを踏ま
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えた感染予防策の利用者への周知、職員に対する感染予防研修、出入口等への消
毒剤設置など)を最大限に行うこと。そのようにした上であれば、営業等を続ける
のもやむを得ない。
イ

施設における対応
各部局は、所管集客施設等について、状況に応じて感染防止措置を強化するとと
もに、利用者等に基本的な感染予防策（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）を周
知徹底するよう指示又は要請する。

(7) その他の社会的対応
ア 発生地域への移動自粛
(ｱ) 各部局は、関係する県民、事業者に対し、基本的な感染予防策（第２章各期共
通の３の（６）のアを参照）等の励行を呼びかけるとともに、国内の流行地情報
を流して、国内外の発生地域への旅行や出張の自粛を促す。
(ｲ) 観光交流局は、国内外の発生地域、流行地の情報を県内の旅行業者と共有し、
ツアー旅行を自粛するよう要請をする。
(ｳ) また、発生地域との間の人の行き来を伴い、又は誘発する県主催の交流事業や
観光客誘致事業等は、原則として中止又は延期する。県以外が主催するものにつ
いても、同様の対応を要請する。
イ イベント、会議等の開催自粛
(ｱ) 各部局は、県主催のイベントや集会、会議等の開催を原則として中止又は延期
するとともに、県以外が主催するものについても、関係する部局において同様の
対応を要請するものとする。
(ｲ) 中止等すると社会的・経済的に深刻な影響が生じるイベント等に関しては、運
営方法について感染拡大防止のための工夫(参加者への感染予防策の周知徹底、運
営スタッフに対する感染予防研修、会場への消毒剤設置など感染防止措置、観客
等の間の離隔距離確保、参加規模の縮小など)を最大限に行う。そのようにした上
であれば、開催もやむを得ない。
(ｳ) 県主催の会議で、どうしても開催する必要があるものについては、非接触型会
議が開催可能な Web 会議システムを利用することを原則とする。
ウ 公共交通機関の対応
既に県内でも新型インフルエンザ等が発生してはいるが、流行のピークを遅らせ
るため、公共交通機関における防疫措置等（第５章県内未発生期の４の(2)を参照）
は、暫く継続する。
エ 宿泊施設の対応
生活環境部は、観光交流局と連携して、鳥取県観光連盟、県内各観光協会、鳥取県
ホテル旅館生活衛生同業組合などを通じて旅館、ホテル等の宿泊施設に対し、宿泊
客や従業者の感染が疑われる場合には、所轄の福祉保健局（帰国者・接触者相談セ
ンター）に連絡し医療機関を受診してもらうこと、当該施設の施設設備の消毒を行
うこと、発生地域からの宿泊客について健康状態の把握に努めることについて、所
轄の福祉保健局の指示を受けることを要請する。また、県外発生地域から及び県内
発生圏域への観光誘客活動を自粛するよう併せて要請するものとする。
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(8) 予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手順が決まってから記載
イ 住民接種
（ア）市町村において住民接種が始まったら、福祉保健局は市町村との連絡体制を密
にして、技術的な助言を行い、円滑に実施できるよう努める。医療従事者の確保
で問題が生じれば、圏域内で調整するよう努める。
（イ）福祉保健部は、福祉保健局と連携して、県内市町村のワクチン需給状況の情報
を収集し、過不足が生じないよう調整を行う。
（ウ）福祉保健部は、元気づくり総本部（広報課）と連携して、引き続き県民に対し
て住民接種を受けることを広報する。
(9) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新
型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置
（法第４章参照）を講ずることとなる。
ア まん延防止に関する緊急事態措置に係る計画
福祉保健部は、速やかに次の項目によるまん延防止に関する緊急事態措置に係る
計画をとりまとめる。
(ｱ) 住民に対して不要不急の外出自粛の要請（法第４５条第１項）
① 不要不急の外出自粛の内容
医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持のために
必要なもの以外の外出は自粛する。
② 要請の期間
政府の基本的対処方針で示される期間とする。
③ 要請の区域
県の東部・中部・西部のブロック単位で設定することも考えられるが、県域
の広さ及び県民の移動状況を考慮して、県下全域とすることを原則とする。
④ 感染防止に必要な協力
マスク着用、咳エチケット、手洗い等の基本的な予防策（第２章各期共通の
３の(6)のア参照）
(ｲ) 学校、保育所等の施設管理者等に対する使用制限等の要請（法第４５条第２項）
① 対象施設（法施行令第１１条）
・学校、保育所（面積制限なし）
・劇場、集会所、百貨店、マーケット等の店舗、体育館、水泳場、博物館、
ホテル、旅館、自動車教習所等（建築物の床面積の合計が１０００㎡超のも
の）
※ リストアップに当たっては、福祉保健部は危機管理局その他の部局の
協力を得るものとし、各部局は迅速な協力をする。
② 要請の対象者
施設管理者、施設を利用する催事開催者
③ 使用制限等の内容（法施行令第１２条）
・感染防止のための入場者の整理
・新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場禁止
・手指の消毒設備の設置
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・施設の消毒
・マスク着用等の感染防止措置の入場者への周知
・その他必要と認めて厚生労働大臣が公示するもの
④ 要請の期間
政府の基本的対処方針で示される期間とする。
(ｳ) 学校、保育所等以外の施設に対する協力要請（法第２４条第９項）
(ｲ)の対象施設に該当しないものについては、新型インフルエンザ等特別措置
法に基づくまん延防止に関する緊急事態措置としての要請はできないが、対策の
実効性を上げるために、新型インフルエンザ等特別措置法第２４条第９項に定め
る規定を活用し、広く住民や各種の団体等に対して、感染防止の協力を呼びかけ
る。
(ｴ) 実施状況の調査
(ｲ)の使用制限等の要請に対して、各部局は所管の施設が対策を実施している
か、適宜実態調査を行う。
(ｵ) 使用制限等の要請に応じない場合の対応（法第４５条第３項）
福祉保健部は、必要な場合には、施設管理者等に対して使用制限等を実施する
よう文書を交付して指示を発する。
(ｶ) 融資措置（法第６０条他）
使用制限等の措置は、事業活動に内在する社会的制約であると考えられること
から、公的な補償は実施しないが、事業や生活の立て直しのために資金を必要と
する場合が考えられるので、商工労働部及び農林水産部は、公的な制度資金等の
活用を検討しておく。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、まん延防止に関する緊急事態措置に係る計画につ
いて協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。

ウ

有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。ただ
し、必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。

エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、まん延防止に関する緊急事態措置
の内容について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及
び総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利
用して行う。
アの(ｲ)の学校、保育所等の施設管理者等に対する使用制限等の要請については、
要請文書（知事名）を送付する。要請文書の作成は福祉保健部が行い、発送は要請
先の所管部局が行う。
※ 第５章県内未発生期の４の(11)と同じ

５

医療
(1) 方針
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県内における新型インフルエンザ等の発生に対し、これまで整備してきた体制を本
格的に稼働させ、感染拡大を防止しつつ流行のピークを遅らせるため、患者等に適切
な医療を提供するとともに、患者の増大に備えて医療体制の更なる強化を図る。
(2) 医療体制の本格稼働
ア 診察・治療
(ｱ) 帰国者・接触者相談センターは、相談者が新型インフルエンザ等に感染してい
るおそれがあると判断したときは、その者に対し、直接一般の医療機関を受診せ
ず、予め電話等で連絡をした上で帰国者・接触者外来（この段階までには、感染
症指定医療機関以外の医療機関にも設置されている予定）を受診するよう指導す
る。
(ｲ) 帰国者・接触者外来で迅速検査等により疑似症患者と診断された者については、
衛生環境研究所で検査を実施し、疑われる場合は国立感染症研究所での確認検査
を依頼するとともに、福祉保健局で疫学調査を行う。
(ｳ) 一般医療機関において、疑似症患者だと診断された者についても、衛生環境研
究所で検査を実施し、疑われる場合は国立感染研究所での確認検査を依頼する。
その結果、感染が確認された者については、福祉保健局が疫学調査を行う。
(ｴ) 福祉保健局は、確認検査により感染が確認された者については、軽症であって
も、流行のピークを遅らせるために、入院受入れ可能な病床を有する医療機関(こ
の段階までには、感染症指定医療機関以外にも広がっている予定)に入院するよう
勧告する。

県内発生期における医療体制

帰国者・接触者相談センター
検疫所
診療所
（感染症指定医療機関以外の病院）

帰国者・接触者外来

福祉保健局（
保健所）

積極的疫学調査

患者との接触歴、発生地域への渡航歴
を有する有症者等

感染症指定医療機関（県立中央病院、県立厚生病院、
鳥取大学医学部付属病院、済生会境港総合病院）

結核病床を含む協力医療機関
新型インフルエンザ等
ウイルス（＋）

入院勧告

新型インフルエンザ等
ウイルス（－）

入院または自宅（症状に応じて）

(ｵ) 県立病院は、帰国者・接触者外来で感染が疑われる者の診察を行いつつ、感染
症病床に患者を受け入れ、必要な治療を行う。
(ｶ) 福祉保健局は、感染症指定医療機関の病床利用状況に応じて、入院協力医療機関
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に対し、入院病床確保（空床確保）を依頼する。
イ 患者増加への対応
(ｱ) 福祉保健部は、患者の増加に備えて、感染症指定医療機関以外の医療機関に対
する帰国者・接触者外来の設置や入院病床の確保に係る働きかけ、及びそれらへ
の支援を引続き推進する。また、各医療機関に対し、医療施設における感染防止
措置の徹底を要請するとともに、慢性疾患患者の受診等を減らすための方策（第
４章海外発生期の５の(2)のウの(ｳ)を参照）の速やかな実行も促す。
(ｲ) 福祉保健部は、患者が増加して医療従事者が不足する事態に備え、医師会等に
対して、人材確保や医療機関の間での融通などへの協力を要請する。また、既存
の医療機関で対応できなくなった場合に、公的施設等で一時的に医療を提供する
（第３章未発生期の５の(2)のイの(ｳ)の②を参照）準備も進め、その際における
当該施設への医療従事者の派遣についても要請しておく。
(ｳ) 県立病院は、医療従事者への予防投与等により、感染による医療体制の弱体化
を防止する。また、新型インフルエンザ等の患者の受入れ可能病床を確保するた
め、一般の軽症患者に転退院を要請するとともに、状況によっては、救急医療な
ど特定医療は継続しつつ、一般外来を閉鎖することも検討する。
(3) 抗インフルエンザウイルス薬等
ア 抗インフルエンザウイルス薬
(ｱ) 福祉保健局は、患者の濃厚接触者のほか、十分な感染防護措置を行わず、患者
に接触した疫学調査員、救急隊員等について、本人の同意を得た上で予防投与を
行う。
(ｲ) 福祉保健部は、抗インフルエンザウイルス薬の確保対策（第２章各期共通の５
の(3)を参照）を引き続き推進する。その際には、医療機関ごとの感染症法に基づ
く届出患者数と当該薬剤の使用状況を照合し、過剰在庫(買占め)が生じていない
かチェックする。
(ｳ) 福祉保健部は、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を調査し、流通量が一
定以下になったことを確認したときは、県の備蓄分を卸売販売業者を通じて感染
症指定医療機関等に配送する。
(ｴ) 福祉保健部は、県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量及び使用量を
経時的に国に報告するとともに、その備蓄量が一定以下になったことを確認した
ときは、国の備蓄分の放出を要請する。
イ

ワクチン
(ｱ) 福祉保健部は、プレパンデミックワクチンの接種が可能になった場合には、直
ちに国に当該ワクチンの供給を要請し、供給され次第、かねて策定していた接種
実施計画に基づいて接種を開始するよう医療機関に要請する。
(ｲ) 福祉保健部は、パンデミックワクチンの接種も可能になった場合には、これに
ついても同様に対応し、基本的にはこちらの方を優先して接種を行うよう医療機
関に要請する。

(4) 救急搬送の確保
危機管理局は、各消防局に対し、救急隊員等の健康状態把握を強化するよう要請す
るとともに、県民に対し、不要不急の救急要請は厳に慎み、症状が軽微な場合は自家
用車等を利用するよう周知徹底する。
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(5) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新
型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を
講ずることとなる。
ア 医療等の提供体制の確保措置
福祉保健部は、速やかに、医療等の提供体制の確保措置として、医療機関及び医
薬品等卸売事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が、自らが定めた事業
計画の定めるところにより、次の項目を実施するよう要請する事務手続きを行う。
（法第４７条参照）
なお、この要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第８項に基づ
き、県対策本部長が行うものである。
(ｱ) 医療機関である指定地方公共機関への要請
・開業時間の延長
・院内感染の防止措置のさらなる徹底
・救急患者の搬送体制の確保
・その他必要な措置
(ｲ) 医薬品等卸売事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関への要請
・抗インフルエンザウイルス薬、ワクチン、防護資機材等の県内流通量の確保
・上記薬品、物品の配送体制の整備
・その他必要な措置
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、医療等の提供体制の確保措置について協議し決定
するために、県対策本部会議を開催する。

ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、医療等の提供体制の確保措置につ
いて、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、各県民室
や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用して行う。
また、福祉保健部は指定公共機関及び指定地方公共機関の長宛てに要請文書（県
対策本部長名）を発送する。
※ 第５章県内未発生期の５の(6)と同じ

６

県民生活及び県民経済の安定の確保
(1) 方針
県内でも新型インフルエンザ等が発生したことを受けて、ライフライン関係の事業
者や生活必需品関係の事業者などに対し、感染防止措置を一層強化するほか、状況に
よっては事業継続や供給確保に係る措置も実行に移すよう働きかけ、県民への物資・
サービスの安定供給を確保する。
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(2) 事業者の事業継続
各部局は、関係する業界団体等を通じて事業者に対し、それぞれの業態等に応じた
感染防止措置を実施するとともに、状況に応じて事業継続のため必要な措置も実行す
るよう促すものとする。
商工労働部は、感染者が発生した場合に企業が自主的に行うべき対応(一時的な取引
や事業の停止、必要な事業の継続、職場における感染防止措置など)を、チラシ配布等
により改めて事業者に周知徹底する。
また、新型インフルエンザ等の影響を受ける中小企業等からの経営相談に応じ金融
支援の紹介斡旋を行うため、商工関係の相談窓口を強化するとともに、国の支援措置
を踏まえつつ、県内企業の実情に即した金融支援策を実施する。
(3) ライフライン等の確保
ア 関係事業者への要請
各部局は、ライフライン関係その他の基本的な社会機能に関わる事業者（第２章
各期共通の６の(1)を参照）に対し、次のような対応を要請する。
事業継続
・適切な情報収集と危機管理の体制を発動すること。
・引き続き、新型インフルエンザ等のまん延時にも維持すべき
業務に係る要員や資材の確保に努めること。
・行政からの勧告、通知等に留意しつつ、策定していた事業継
続計画に基づき、必要に応じて担当業務の交代や補助要員の
活用などを実施すること。
・維持すべき業務に係る部署等においては、職場における感染
防止措置(下記参照)を徹底して実施すること。
・必要に応じ、感染拡大時の代替的意思決定システム、代替的
な施設設備等を起動すること
・必要に応じ維持すべき業務以外について、業務の縮小と従業
者の自宅待機を実施すること。
・故障等がよく発生する箇所については、メンテナンスを強化
すること。
・電気事業者にあっては、通常レベルの電力供給が困難になり
、節電等が必要となった場合には、企業局に連絡すること。
事業所での感染拡大防 ・従来からの職場における感染防止措置を強化し、次のような
止
措置を可能な限り実施すること。
【感染防止措置の強化】
①定時検温等による従業者の健康状態把握、②ラッシュが
回避できる通勤方法への変更、③交代制勤務や在宅勤務の
導入、④情報通信手段の活用による外出・集合機会の削減
、⑤対面会議や集合研修の中止・延期 等
・社員食堂や休憩所等は、従業者の集合を回避するため、状況
によっては閉鎖すること。
・国及び地方公共団体からの各種要請については、協力するよ
う努めること。
・従業者の発生地域への出張は、できる限り中止・延期するこ
と。
従業者の啓発
・従業者及びその家族に対し、近隣における発生状況など新型
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インフルエンザ等に関する情報を正確に伝え、職場や家庭に
おける注意事項（第２章各期共通の３の(6)を参照）や健康
状態の自己把握を徹底すること。
・従業者に対し、発熱等の新型インフルエンザ様の症状があれ
ば出勤しないよう指導し、必要があれば、産業医等の意見を
聞いた上で自宅待機とすること。
イ 県のライフライン事業
(ｱ) 企業局は、県営の電力及び工業用水の供給施設に関わる事業者に対し、その運
転継続のために必要な措置（第３章県内未発生期の６の(3)のウイの(ｱ)を参照）
を徹底するよう指示する。
(ｲ) 総務部は、鳥取県情報ハイウェイについて、生活環境部は天神川流域下水道に
ついて、それぞれ上記に準じた対応を行う。
ウ 公共交通機関
(ｱ) 地域振興部及び県土整備部は、公共交通事業者･団体に対し、駅構内、バスター
ミナル、空港、旅客船ターミナル、車内、船内など、多くの公衆が集まる場所に
おけるポスター掲示、構内放送、車内放送等により、利用者に基本的な感染予防
策（第２章各期共通の３の(6)のアを参照）の励行等を呼びかけるよう依頼する。
(ｲ) 地域振興部は、従業員の罹患等により公共交通機関で運休が生じる場合、その
状況をホームページ等で情報提供するとともに、該当市町村に伝達し、住民への
周知・広報を依頼する。
(ｳ) また、公共交通事業者に対し、次の事項その他、基本的事項を要請する。
・病院へ行こうとする患者の公共交通機関の利用を拒まないこと。
・緊急に公共交通機関で物資を輸送する必要が生じたときは、これに協力するこ
と。
(4) 生活必需品の確保
ア マスク、消毒薬等
生活環境部は、新型インフルエンザ等が県内外で相次いで発生する中、マスク、
消毒薬等が県内で品薄状態になったときは、次のように対応する。
①県内の関連業者の在庫状況を聴取し、県内の流通在庫を把握する。
②県内の関連業者に対し、品薄状態の地域への供給が確保されるよう、在庫の調整
(放出)を要請する。
イ 日用品
(ｱ) 商工労働部及び生活環境部は、県民生活に欠かせない日用品が店頭で不足する
ようであれば、関係する事業者団体等に対して、在庫の供出等により日用品の安
定供給を確保するよう依頼する。また、災害時等の物資提供に関する協定を締結
している量販店等に対し、食品を含む不足物資の確保及び適正価格での県民への
提供を要請する。
(ｲ) 商工労働部は、小売業者の団体等に対し、衛生関連その他の日用品について製
造業者等への迅速な発注及び消費者への安定供給への協力を依頼する。
(ｳ) 生活環境部は、日用品の買い占めが発生していないか、店頭状況の実態調査を
開始する。また、「生活関連物資等の買い占め及び売り惜しみに対する緊急措置
法」に基づく今後の対応について、経済産業省と協議する。
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(ｴ) 生活環境部は、国外における感染拡大がエネルギー需給にも影響を及ぼしてい
るような場合には、石油類の価格動向等も調査する。
ウ 食料(消費者への対応)
(ｱ) 生活環境部は、新型インフルエンザ等が発生した影響で食品流通が滞ったり、
特定の食品に風評被害が発生したりするようであれば、消費生活センターを通じ、
消費者に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、関係団体を通じて食品販売事
業者等に対し、消費者に正確な情報を周知するよう要請する。
(ｲ) 農林水産部は、消費者に対して風評等への冷静な対応を呼びかけるとともに、
農協、漁協等の関係団体に対し、食料への風評に関わる事実や食料の出荷・販売
の実情について、消費者に正確な情報を提供するよう要請する。
(ｳ) 農林水産部及び農林局は、関係団体と協力して風評被害対策を実施するととも
に、農林水産関係の相談窓口等でそうした対応の状況を説明する。
エ 食料(流通対策)
(ｱ) 生活環境部は、関係団体を通じて食品の製造・卸・小売の各事業者に対し、新
型インフルエンザ等の発生状況等に関する情報を迅速かつ継続的に連絡し、食品
の製造業者及び卸業者には早期出荷等による安定供給を、食品の小売業者には売
り惜しみや便乗値上げの防止を、それぞれ要請する。
(ｲ)農林水産部は、農協、漁協等の関係団体を通じ、農業者、漁業者等に対して、早
期出荷、前倒し出荷、県内の直売所や量販店等(県内消費者向け)への優先出荷等
を実施するよう要請する。
(ｳ) 農林水産物の集出荷に当たり、普段の運送業者等では対応が困難になるような
ら、農林水産部は、代替手段の確保を農協、漁協等の関係団体に要請する。
(ｴ) 農林水産部は、米が不足するようなら、農林水産省に対し、買受資格者（届出
事業者等）からの買受申込みを踏まえて政府備蓄米を供給するよう要請する。そ
れでもなお米の供給が不足する場合には、食糧法第３７条から第４０条までの規
定に基づく緊急時の対応（届出事業者や生産者への命令、米の割当て・配給等）
を要請する。
オ 食料(生産対策)
(ｱ) 農林水産部及び農林局は、農協、漁協等の関係団体を通じて農業者、漁業者等
に対し、改めて職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３の(6)を参照）
等を周知徹底し、感染を予防しつつ生産出荷活動を継続するよう要請する。
(ｲ) 農林水産部は、予め準備していたところに従い、状況に応じて、生産現場や選
果場等における感染防止措置や人員確保対策等を実施するよう、農協、漁協等の
関係団体や農業者、漁業者等に要請する。
(ｳ) 農林局は、新型インフルエンザ等に罹患して家畜を飼養管理できなくなる畜産
農家が発生したときは、農業者相互の連携による事業の継続について関係団体に
対して支援を要請するとともに、必要最低限の範囲で飼養管理等の代行等に対し
て支援する。
(5) 生活支援
福祉保健部は、在宅サービスが不可欠な高齢者や障がい者への医療・福祉サービス
等の提供に影響が出る場合や、罹患で日常の買い物が困難になる世帯が発生する場合
等には、市町村に対し、それらを必要とする者への生活支援（見回り、介護、訪問医
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療、食事や日用品の提供等）を実施するよう促す。
生活環境部及び農林水産部は、市町村と連携してそうした支援を行うため、災害時
等の物資提供に関する協定を締結している事業者等から日用品や食料を調達する。特
に食料の調達については、必要に応じて農林局が輸送日時、輸送先、輸送経路等の連
絡調整を行う。
(6) 廃棄物の処理
ア 感染性廃棄物
生活環境部は、状況に応じて感染性廃棄物の処理業者及び収集運搬業者に対し、新
型インフルエンザ等を含む感染性廃棄物を優先的に受託・処理するよう要請するとと
もに、医療機関に対し、処理委託が可能な業者について情報提供する。
イ 一般廃棄物
生活環境部は、一般廃棄物についても、処理が確実に行われるよう市町村及び事業
者団体等に必要な情報を提供する。
(7) 火葬等
ア 迅速な火葬
新型インフルエンザ等による死亡者については、墓地、埋葬等に関する法律第３
条の特例により、死後２４時間以内の埋火葬が認められるので、その遺体は、原則
として速やかに火葬するものとする。
そのため生活環境部は、必要に応じて火葬場管理者に対し、稼働時間の延長及び
広域受入れを要請する。
イ 遺体の取扱
(ｱ) 生活環境部は、医師会及び病院協会を通じて、納体作業に従事する病院の職員
に対し、遺体の取扱いに当たっては感染を防ぐための防護具を装着するよう伝え
る。
(ｲ) 生活環境部は、市町村に対し、火葬場の処理能力を超える遺体については保管施
設等を確保して遺体を一時保管する体制を整えるよう促す。
(8) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新
型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を講
ずることとなる。
ア 県民生活及び県民経済の安定に関する措置
福祉保健部は、速やかに県民生活及び県民経済の安定に関する措置について、とり
まとめる。
(ｱ) 事業者の対応（法第４条）
・新型インフルエンザ等の予防対策
・職場内における感染防止
・訪問者、利用者等の感染防止
・可能な限り不要不急の業務を一時的に縮小し、事業継続に不可欠業務への重点
化
・家族の看護、保育所の臨時休業に伴う従業員の休暇取得環境の整備
・不要不急の出張、社内旅行等の見合わせ
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・その他、感染防止のために必要な措置
(ｲ) 電気及びガス並びに水の安定供給（法第５２条）
・関係職員の参集体制の確認
・停電時の電力の融通
・停電、ガス供給停止、断水の予防措置
・水道事業者の消毒その他衛生措置の徹底
・関係機関の連携体制の確認
・その他安定供給を実施するために必要な措置
(ｳ) 運送・通信・郵便の確保（法第５３条）
・旅客及び貨物運送を適切に実施するため、車両、施設の状況確認
・車両、施設内の秩序維持
・車両、施設の防疫措置
・通信における臨時回線設定の準備
・郵便物の送達確保
・窓口業務の維持
・その他必要な措置
(ｴ) サービス水準に係る県民への呼びかけ（法第４条）
① 新型インフルエンザ等対策においては、住民や事業者の地道な予防策の実施
がピーク時の感染者の数を押し下げ、医療提供体制や社会的安定が著しく損な
われる緊急事態の回避につながる。このような観点から、県民に対して、県内
の事業者のサービス水準が低下することはやむを得ないものであることを説明
し、理解を求める。
② 各部局は、適宜、関係する業界団体等を通じて、事業者のサービス水準の状
況を調査しておく。
(ｵ) 緊急物資の運送等（法第５４条）
① 商工労働部は、司令部の指示により運送業者である指定公共機関又は指定地
方公共機関に対して、食料品等の緊急物資の運送を要請する手続きを行う。
② 福祉保健部は、司令部の指示により医薬品等卸売事業者である指定公共機関
又は指定地方公共機関運に対して、医薬品又は医療資機材の緊急物資の配送を
要請する手続きを行う。
③ ①又は②の要請は、運送又は配送すべき物資名、数量、場所及び期日を記載
した書面（知事名）をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、電話、メー
ル又はファクシミリ等で要請を伝達し、後日書面を発送する。
④ 正当な理由がないのに運送をしない場合は、新型インフルエンザ等対策特別
措置法第５４条第３項に基づき、書面（知事名）をもって指示をする。
(ｶ) 生活関連物資等の価格の安定等（法第５９条）
生活環境部は、消費者物価の監視を強化するとともに、生活に関連が高い品目に
ついて、高騰が生じていると認められる場合は、必要な措置をとる。
(ｷ) 犯罪の予防
生活環境部は、警察本部と連携して、混乱に乗じた各種犯罪が発生しないよう、
広報啓発活動を推進する。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、県民生活及び県民経済の安定に関する措置について
協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。
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ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、
感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。
ただし、
必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。
エ

公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、県民生活及び県民経済の安定に関す
る措置について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及び
総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用し
て行う。
※ 第５章県内未発生期の６の(6)と同じ
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第７章

県内感染期（国内感染期）

（県内において、患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態）
【方針】○医療体制を維持する。
○健康被害を最小限にする。
○県民生活及び県民経済への影響を最小限にする。

１

実施体制
(1) 方針
県内感染期に入ると、感染拡大を止めることは困難との認識に立ち、対策の主眼を
早期の積極的な感染拡大から、被害軽減に切り替えるとともに、流行のピーク時の入
院患者や重傷者の数をなるべく少なくして、医療体制への負担を軽減する。
また、新型インフルエンザ等がまん延すると、職員の中にも感染者が発生し、通常
体制による業務執行が困難になってくる。そのような状況に対処するため、県民の健
康と安全を守り基本的な社会・経済機能を維持するのに必要な業務に的を絞って、組
織体制の再編を行う。そして、効果的な新型インフルエンザ等の対策を集中的に推進
し、その被害や影響を最小限にくい止めることのできる体制を構築する。
ただし、そうした体制は、患者の発生がピークを越えた後、順次緩和・復旧してい
く。
(2) 県対策本部会議の開催
危機管理局と福祉保健部は、直ちに県対策本部会議を開催し、県内で新型インフル
エンザ等が発生し、県内感染期に移行したことを確認するとともに、各部局で情報の
共有を行い、今後の対応等について協議する。
(3) 各部局の体制
新型インフルエンザ等対策の実施体制として、海外発生期以来の県対策本部の体制
（第４章海外発生期の１の(2)を参照）は基本的に維持するが、各部局においては、新
型インフルエンザ等対策に関わる業務、その他まん延期においても維持・継続すべき
業務に職員を優先配置し、それら以外の業務については休止又は延期するなど、部内
の業務執行体制の再編を進める。
鳥取県庁業務継続計画が発動された場合、各部局の非常時優先業務と対応可能な職
員数等の状況をとりまとめ、必要に応じて部局間の職員配置の見直しや外部への応援
要請等を実施し、行政機能の維持継続を図る。
この間、危機管理局は、県や市町村、民間事業者等では対応が困難な迅速・大量の
物資輸送等を行う必要がある場合、自衛隊に応援を要請することも検討する。
(4) 体制の移行
県対策本部長は、県内における新型インフルエンザ等の患者の発生がピークを越え
たと認めるときは、必要性に応じて対策の縮小、中止を行い、発生が更に減少して低
水準で推移するようになったときは、「小康期」の段階へと移行する。
(5) 緊急事態宣言
ア 緊急事態宣言の発出
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政府が鳥取県を含む区域を対象として新型インフルエンザ等緊急事態宣言を出
した場合は、福祉保健部は直ちに県内の市町村に連絡し、速やかに市町村対策本
部を設置するよう要請する。
イ

対応方針の見直し
危機管理局及び福祉保健部は、速やかに県対策本部会議を開催し、市町村との
連携を前提とした県の対応方針の見直しを行う。

ウ

市町村との連携
危機管理局及び福祉保健部は、県（総合事務所等含む。）と市町村との連絡会
議をテレビ会議で開催し、対応方針を摺り合わせ、県と市町村との役割分担や協
力体制等について協議し、情報交換を行う。

エ

県の業務遂行状況の把握
総務部は、本県が他の地方公共団体に対して代行、応援等の要請をするのに備
えるとともに、他の地方公共団体からの応援等の要請に対応するために、適宜県
業務の遂行状況を把握する。

オ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、本県のみで新型インフルエンザ等緊急事態措置
を実施することができなくなり、他の地方公共団体に支援を求める必要があると
判断したとき、又は支援を受けようとするときには、その内容について協議し、
決定するため、県対策本部会議を開催する。

カ

有識者の意見聴取
オの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。ただ
し、必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。

キ 市町村に対する助言等
(ｱ) 市町村の業務遂行状況の把握
地域振興部は、市町村の通常業務について業務遂行状況の把握に努める。
(ｲ) 市町村に対する助言
県対策本部は、市町村が行う新型インフルエンザ等緊急事態措置が円滑に実
施できるよう必要な助言を行う。
ク

支援の措置の種類
新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める他の地方公共団体に対する支
援については、次のとおり規定されているので、状況に合わせて最適な措置を選
択する。
支援の
支援の要請先
支援の内容
根拠条項
要請者
新型インフルエンザ等 特 措 法 第
特定市町村長
特定都道府県知事
緊急事態措置の代行
３８条
特定都道府県知 他の都道府県知事等
新型インフルエンザ等
特措法第
事等
緊急事態措置の実施の
３９条
応援
特定市町村長等 他の市町村長等
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特定都道府県知事等
特定市町村長

特措法第
４０条
特措法第
４１条

新型インフルエンザ等
緊急事態措置の事務の
委託
特定都道府県知 指定行政機関の長
新型インフルエンザ等 特措法第
事等
指定地方行政機関の長 緊急事態措置を実施す ４２条
特定市町村等
るに当たって、技術、知
識、経験を有する国の職
員の派遣
（注）上記表において、「特定都道府県」、「特定市町村」とは、新型インフル
エンザ等緊急事態宣言の対象となっている都道府県又は市町村
※

２

他の地方公共団体

エ、オ、カ、キ、クを除き、第５章県内未発生期の１の(3)と同じ

サーベイランス・情報収集
(1) 方針
県内の発生状況、社会・経済活動の状況、混乱や問題の発生状況等に関する情報を
リアルタイムで収集し、県民や事業者、関係機関等に対して迅速・適切な対応を促す。
(2) 各部局の情報収集
各部局は、輻輳による通信の途絶等にも留意して多重化された情報伝達ルート等を
利用し、関係する機関や団体を通じて次のような情報を入手する。また、所属職員の
罹患状況のほか、関係機関・団体の職員の罹患状況や対応状況も確認し、随時、県対
策本部(司令部)に報告する。
区分
担当部局
収集する情報
新型インフルエ 各部局
・県内発生期に収集したものと同種の情報
ンザ等の情報
交通機関の状況 地域振興部
・県内外の公共交通機関の運行状況
福祉・医療への 福祉保健部
・福祉施設における発生状況と臨時休業の状況
影響
・医療機関の状況
ライフラインへ 危機管理局、総務部、 ・電気、ガス、上下水道、通信の状況
の影響
生活環境部、企業局
生活必需品の需 生活環境部
・生活必需品の物価動向等に関する情報
給等に関する情
・災害時等の物資提供に関する協定を締結して
報
いる量販 店等の店舗の状況
農林水産部
・農林水産物の生産、出荷、流通等の状況
教育への影響
地域振興部、福祉保健 ・国公立学校、私立学校等における発生状況
部、教育委員会
・国公立学校、私立学校等の臨時休業の状況
経済への影響
商工労働部、会計管理 ・事業者の対応状況（臨時休業、イベント中止
者
等）
・企業活動への影響状況
(3) サーベイランス
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ア 中止
個別の発生事例を把握できなくなる（本章の４の(2)を参照）ことから、疑い症例
調査支援システムによるサーベイランス、アウトブレイクサーベイランスは中止す
る。
イ 継続
(ｱ) パンデミックサーベイランスは、目的を発生状況の把握に切り替えて継続する。
(ｲ）ワクチンの安全性、病状、遺伝子情報によるウイルスの性状の変化を調査する
ため、人におけるインフルエンザサーベイランス、患者発生サーベイランス、ウ
イルス学的サーベイランス、インフルエンザ入院サーベイランス、予防接種副反
応迅速把握システムによるサーベイランス(プレパンデミックワクチン等の接種
が開始された場合)、臨床情報共有システムによるサーベイランスは、引き続き実
施する。
また、家きん、豚等におけるインフルエンザサーベイランスも引き続き実施す
る。

３

情報提供・共有
(1) 方針
引き続き、県内の発生状況や学校等の臨時休業、イベントの中止等に関する情報を
迅速に伝達するとともに、対策の重点や医療体制の変更に関する情報を周知徹底して、
県民や事業者に適切な対応を促す。
(2) 個別的な情報提供
各部局は、県内発生期に提供していたような情報（第６章県内発生早期の３の(2)を
参照）については、この段階においても、引き続き関係先に対して個別に提供するも
のとする。
(3) 広報
各部局は、元気づくり総本部（広報課）と連携し、一般県民に向けて次の事項を広
報する。
項目
内容
一般的・基本的な情報 ・新型インフルエンザ等に関する基礎知識
・全国的な発生動向、対応状況等
生活関連情報
・生活必需品の需給動向等
・公共交通機関の運行状況
・学校や福祉施設、集客施設の臨時休業(一時閉鎖)、イベント
の開催中止等の状況
・医療機関等の状況（新型インフルエンザ等の外来診療を行う
医療機関等）
・新型インフルエンザ等による被害への支援制度
県民・事業者への呼び ・県内外の発生地域への旅行・出張等の自粛、イベント等の開
かけ（協力依頼）
催自粛
・職場や家庭における注意事項（第２章各期共通の３の(6)を
参照）
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県内での発生状況

・自宅療養・家庭看護における注意事項
・集客施設の営業自粛、その他感染拡大防止のため企業が自主
的に行うべき対応
・発熱等の新型インフルエンザ様の症状があっても、軽症のと
きは救急出動要請を控えるべきこと。
・発生状況の推移と終息の見通し

(4) 相談窓口
新型インフルエンザ等への感染が疑われる者は、これまでは医療機関を受診する前
に帰国者・接触者相談センターに相談する必要があったが、医療体制の変更（本章の
５の（２）のアの（ア）を参照）により、帰国者・接触者相談センターを介さずに直
接医療機関を受診できるようになる(ただし、当該医療機関への事前連絡は必要)。し
かし、新型インフルエンザ等がまん延する中で、相談ニーズはなくならないので、帰
国者・接触者相談センターは、体制を変更し相談窓口として福祉保健局内に存置し、
健康・医療面を始めとする様々な相談に対応し続ける。
その他、元気づくり総本部（広報課）及び日野振興センターの相談窓口、関係部局
の分野別相談窓口（第２章各期共通の３の（５）のウを参照）等でも、引き続き県民・
事業者からの相談に応じていくものとする。

４

予防・まん延防止
(1) 方針
まん延時には、集団感染や重症化の防止対策を重点的に推進するため、疫学調査や
健康観察、学校等の臨時休業や一時閉鎖も、そのおそれのある場合に限って実施する
こととし、県民の健康被害や社会経済への影響を最小限に止める。
患者発生がピークを越えた後は、そうした措置を順次停止あるいは解除していく。
(2) 感染が疑われる者への対応
新型インフルエンザ等がまん延すると、それに感染するリスクは、患者や濃厚接触
者の周辺以外でも高くなる。従ってこの段階では、患者を隔離したり、疫学調査によ
り濃厚接触者を割り出して健康観察を行ったりしても、その感染拡大防止効果は、か
なり限られたものになる。
一方、まん延期でも発生が散発的なものに止まっていれば、十分な対策を講じる時
間的余裕も確保できるが、集団的に発生した場合には、患者が急増して深刻な影響を
生じるおそれがある。また、インフルエンザに罹ると重症化するおそれが大きい人(乳
幼児や妊婦、特定の基礎疾患がある人など)については、やはり早期発見・早期治療が
重要である。
そこで福祉保健局は、まん延期以降、疫学調査や確認検査、健康観察は、集団感染
が疑われる場合や重症化のおそれがある場合に限って実施するものとする。従って、
医療機関で同種のインフルエンザと診断されても、通常は確認検査を行わないので、
新型かどうか確認できない。関係機関は、新型のまん延期に同種のインフルエンザに
罹患した以上、新型に感染したものと見なし、疑似症患者として対応することになる
(社会対応上の問題。治療方法は同種であれば同一)。
(3) 学校に係る対応
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ア

臨時休業
まん延期以降は学校においても、個別発生への即応から集団感染の防止へと対策
の重点を移行させることとする。従って、単発的・散発的な患者発生に対応した臨
時休業は行わなくてもよいが、学校は集団感染の場になりやすいことから、発生が
集団的・連続的な場合には、慎重に対応する必要がある。
そのため、教育委員会は公立学校、公立幼稚園及び鳥取大学附属学校部に、地域
振興部は私立学校及び高等教育機関（大学等）に、福祉保健部（子育て王国推進局）
は私立幼稚園に対して次のような対応を指示・要請する。
(ｱ) その学校の児童生徒等(他人に感染させるおそれのある時期に登校していなか
った者を除く。)から、１週間程度のうちに複数の新型インフルエンザ等の患者
が発生した場合には、ひとまず７日間（病原性が低い新型インフルエンザの場
合は３日間）、当該児童生徒等の属する学級について、学校医や所轄の福祉保
健局と相談の上で自主的に閉鎖すること。ただし、次の点に留意すること。
① 閉鎖すべき学級が複数にわたる場合等には、状況により、学年閉鎖や学校
全体の閉鎖(臨時休業)も検討・実施すること。
② 客観的な状況から見て、学級外での集団活動(クラブ活動、地域活動等)で
感染し、その前後に学級内の他の児童生徒等と濃厚接触していないと推測さ
れる場合等には、当該集団活動を当面自粛する(よう要請する)に止め、学級
閉鎖等は行わないこととしてもよいこと。
③ 罹患すると重症化するおそれのある人が何人もいるような学級等について
は、感染が１人しか確認されていない段階で学級閉鎖等を行ってもよいこと。
④ 学級等の閉鎖を行った７日間（病原性が低い新型インフルエンザの場合は
３日間）に新型インフルエンザ等の患者が新たに発生しなければ、学校医や
福祉保健局と相談の上で閉鎖を解除すること。新たな発生があれば閉鎖を延
長すること。
(ｲ) さらに、特定の地域に所在する学校で集団感染が頻発するような場合には、そ
の地域内に所在する全ての学校に一斉休業するよう求めるので、その場合には、
患者が未発生の学校や発生しても単発的・散発的なものに止まっている学校も、
求められた期間中は臨時休業すること。
(ｳ) 学級閉鎖や臨時休業を行う場合には、その間における児童・生徒の家庭学習を
支援・促進するため、必要な措置を講ずること。

イ その他の措置
教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、学級閉鎖や臨時
休業中の授業等の履修上の取扱いについて、各学校と調整するとともに、公立学校、
鳥取大学附属学校部、私立学校、高等教育機関（大学等）及び幼稚園について、次の
点に留意しながら、これまで行ってきた発生状況報告や感染防止措置を継続・強化す
るよう指示・要請する。
(ｱ) 学級閉鎖や臨時休業で自宅にいる児童・生徒やその保護者に対しても、必要な
情報は、電話やファクシミリ、電子メール、ホームページ等で迅速・的確に伝達
すること。
(ｲ) この段階になると、新型インフルエンザ等の診察体制が変わる（本章の５の(2)
のアを参照）ので、それに応じて児童・生徒やその保護者及び教職員に対し、次
のような対応を指導すること。
① 発熱等の新型インフルエンザ様の症状がある場合は、速やかに帰国者・接触者
相談センターやかかりつけの医療機関に相談の上、その指示に従って直接受診
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すること。
② 医療機関で新型インフルエンザ等の患者と診断された場合は、軽症で自宅療
養するときでも、学校に連絡すること。
(4) 福祉施設に係る対応
ア 臨時休業
福祉保健部及び福祉保健局は、集団感染の防止対策等に重点を移すことに伴い、
通所施設の臨時休業(閉鎖)について、次のような対応を要請する。
(ｱ) 当該施設の利用者等(他人に感染させるおそれのある時期に施設にいなかった
者を除く。)から、１週間程度のうちに複数の新型インフルエンザ等の患者が発生
した場合には、ひとまず７日間（病原性が低い新型インフルエンザの場合は３日
間）、当該利用者等の利用に係る部分(それが区分・限定されない場合は、当該施
設全体)について、かかりつけの医療機関や福祉保健局と相談した上で、自主的に
閉鎖すること。ただし、次の点に留意すること。
① 客観的な状況から見て、施設外での集団活動(地域活動等)で感染し、その前
後に当該施設の他の利用者等と濃厚接触していないと推測される場合等には、
当該活動を当面自粛するよう要請するに止め、施設の閉鎖は行わないこととし
てもよいこと。
② 罹患すると重症化するおそれのある人が何人もいるような施設については、
感染が１人しか確認されていない段階で閉鎖してもよいこと。
③ 施設を閉鎖した７日間（病原性が低い新型インフルエンザの場合は３日間）
に新型インフルエンザ等の患者が新たに発生しなければ、かかりつけの医療機
関や所轄の福祉保健局と相談の上で閉鎖を解除すること。新たな発生があれば
閉鎖を延長すること。
(ｲ) さらに、特定の地域に所在する同種施設で集団感染が頻発するような場合には、
その地域内に所在する全ての同種施設に一斉休業するよう求めるので、その場合
には、患者が未発生の施設や発生しても単発的・散発的なものに止まっている施
設も、求められた期間中は臨時休業すること。
(ｳ) 当該施設が臨時休業している間、自宅で保育、介護等を受けることが困難な利
用者(保護者が新型インフルエンザの診療やライフラインの維持に不可欠な業務
に従事している者、介護できる家族等がいない者 等)については、特例的に当該
施設での受入れを継続するか、他の施設に一時的に受け入れてもらうようにする
こと。
イ その他の措置
福祉保健部及び福祉保健局は、各施設の管理者に対し、施設の一時閉鎖や診察体
制の変更に伴う留意事項（本章の４の(3)のイの(ｱ)及び(ｲ)を参照）を踏まえつつ、
県内発生期から行っている感染防止措置等を継続・強化するよう指導する。その際、
罹患すると重症化するおそれのある者がよく利用する施設に対しては、感染拡大を
防止するための措置（第６章県内発生期の４の(5)のウの(ｱ)及び(ｵ)の措置等）を一
層徹底して行うよう指導するものとする。
(5) 集客施設に係る対応
ア 臨時休業
各部局は、所管集客施設等の臨時休業について、次のような対応を指示又は要請
する。
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(ｱ) 新型インフルエンザ等の患者の疫学調査により、その者が県内の集客施設を利
用し、そこで他の利用者や施設の職員と濃厚接触したことが確認された場合には、
産業医や福祉保健局と相談した上で、感染拡大を防止するため自主的に臨時休業
すること。その際の休業期間は、ひとまず７日間程度（病原性が低い新型インフ
ルエンザの場合は７日以内で施設の状況に応じて必要な期間）とし、その間に当
該施設の利用者等と濃厚接触した新型インフルエンザ等の患者が新たに発生しな
ければ、産業医や所轄の福祉保健局と相談の上で休業を解除し、新たな発生があ
れば休業を延長すること。
(ｲ) さらに学校等の場合と同様に、感染拡大を防止するため必要があると認める場
合には、発症前後における患者及び濃厚接触者の活動地域等を勘案して設定する
一定の区域内に所在する全ての同種施設について一斉休業を求めるので、その場
合には、患者が利用していない施設も、求められた期間中は臨時休業すること。
(ｳ) 臨時休業すると社会的・経済的に深刻な影響が生じる場合には、運営方法につ
いて感染拡大防止のための工夫（第６章県内発生早期の４の(6)）を最大限に行う
こと。そのようにした上であれば、営業等を続けるのもやむを得ない。
イ 施設における対応
各部局は、所管集客施設等に対し、県内発生早期から行っている感染防止措置等
を継続・強化するよう指示又は要請する。
(6) その他の社会的対応
ア 発生地域への移動自粛
(ｱ) 各部局は、関係する県民、事業者に対し、基本的な感染予防策（第２章各期共
通の３の（６）のアを参照）等の励行を呼びかけるとともに、国内の流行地情報
を流して、国内外の発生地域への旅行や出張の自粛を促す。
(ｲ) 観光交流局は、国内外の発生地域、流行地の情報を県内の旅行業者と共有し、
ツアー旅行を自粛するよう要請をする。
(ｳ) また、発生地域との間の人の行き来を伴い、又は誘発する県主催の交流事業や
観光客誘致事業等は、原則として中止又は延期する。県以外が主催するものにつ
いても、同様の対応を要請する。
イ イベント、会議等の開催自粛
(ｱ) 各部局は、県主催のイベントや集会、会議等の開催を原則として中止又は延期
するとともに、県以外が主催するものについても、関係する部局において同様の
対応を要請するものとする。
(ｲ) 中止等すると社会的・経済的に深刻な影響が生じるイベント等に関しては、運
営方法について感染拡大防止のための工夫(参加者への感染予防策の周知徹底、運
営スタッフに対する感染予防研修、会場への消毒剤設置など感染防止措置、観客
等の間の離隔距離確保、参加規模の縮小など)を最大限に行う。そのようにした上
であれば、開催もやむを得ない。
(ｳ) 県主催の会議で、どうしても開催する必要があるものについては、非接触型会
議が開催可能な Web 会議システムを利用することを原則とする。
ウ 公共交通機関の対応
既に県内でも新型インフルエンザ等が発生してはいるが、流行のピークを遅らせ
るため、公共交通機関における防疫措置等（第５章県内未発生期の４の（２）を参
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照）は、暫く継続する。
エ 宿泊施設の対応
生活環境部は、観光交流局と連携して、鳥取県観光連盟、鳥取県旅館ホテル生活
衛生同業組合などを通じて旅館、ホテル等に対し、引き続き次のように対応するよ
う要請するものとする。（特に(ｱ)及び(ｲ)については、福祉保健局と連携して要請
するものとする。）
(ｱ) 宿泊客や従業者の健康状態の把握に努め、有症者には、事前に連絡した上で適
切な感染防止措置が行われている医療機関を受診してもらうこと。
(ｲ) 宿泊客や従業者の感染が確認されたときは、関係施設設備を消毒すること。
(ｳ) 観光誘客活動は自粛すること。
(7) 予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手順が決まってから記載
イ

住民接種
福祉保健部及び福祉保健局は、第二波に備えるため、第一波の対応で問題となっ
た事項について、情報を整理しておく。

(8) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新
型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置
（法第４章参照）を講ずることとなる。
ア まん延防止に関する緊急事態措置に係る計画
福祉保健部は、速やかに次の項目によるまん延防止に関する緊急事態措置に係
る計画をとりまとめる。
(ｱ) 住民に対して不要不急の外出自粛の要請（法第４５条第１項）
① 不要不急の外出自粛の内容
医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持のた
めに必要なもの以外の外出は自粛する。
② 要請の期間
政府の基本的対処方針で示される期間とする。
③ 要請の区域
県の東部・中部・西部のブロック単位で設定することも考えられるが、
県域の広さ及び県民の移動状況を考慮して、県下全域とすることを原則と
する。
④ 感染防止に必要な協力
マスク着用、咳エチケット、手洗い等の基本的な予防策（第２章各期共
通の３の(6)のア参照）
(ｲ) 学校、保育所等の施設管理者等に対する使用制限等の要請（法第４５条第２
項）
① 対象施設（法施行令第１１条）
・学校、保育所（面積制限なし）
・劇場、集会所、百貨店、マーケット等の店舗、体育館、水泳場、博物
館、ホテル、旅館、自動車教習所等（建築物の床面積の合計が１００
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０㎡超のもの）
※ リストアップに当たっては、福祉保健部は危機管理局その他の部局の
協力を得るものとし、各部局は迅速な協力をする。
② 要請の対象者
施設管理者、施設を利用する催事開催者
③ 使用制限等の内容（法施行令第１２条）
・感染防止のための入場者の整理
・新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場禁止
・手指の消毒設備の設置
・施設の消毒
・マスク着用等の感染防止措置の入場者への周知
・その他必要と認めて厚生労働大臣が公示するもの
④ 要請の期間
政府の基本的対処方針で示される期間とする。
(ｳ) 学校、保育所等以外の施設に対する協力要請（法第２４条第９項）
(ｲ)の対象施設に該当しないものについては、新型インフルエンザ等特別措
置法に基づくまん延防止に関する緊急事態措置としての要請はできないが、
対策の実効性を上げるために、新型インフルエンザ等特別措置法第２４条第
９項に定める規定を活用し、広く住民や各種の団体等に対して、感染防止の
協力を呼びかける。
(ｴ) 実施状況の調査
(ｲ)の使用制限等の要請に対して、各部局は所管の施設が対策を実施してい
るか、適宜実態調査を行う。
(ｵ) 使用制限等の要請に応じない場合の対応（法第４５条第３項）
福祉保健部は、必要な場合には、施設管理者等に対して使用制限等を実施す
るよう文書を交付して指示を発する。
(ｶ) 融資措置（法第６０条他）
使用制限等の措置は、事業活動に内在する社会的制約であると考えられるこ
とから、公的な補償は実施しないが、事業や生活の立て直しのために資金を必
要とする場合が考えられるので、商工労働部及び農林水産部は、公的な制度資
金等の活用を検討しておく。
イ 県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、まん延防止に関する緊急事態措置に係る計画に
ついて協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。
ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。た
だし、必要に応じて、福祉関係者、教育関係者、経済団体、人権分野の専門家も
招聘する。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、まん延防止に関する緊急事態措
置の内容について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課
及び総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを
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利用して行う。
アの(ｲ)の学校、保育所等の施設管理者等に対する使用制限等の要請について
は、要請文書（知事名）を送付する。要請文書の作成は福祉保健部が行い、発送
は要請先の所管部局が行う。
※ 第５章県内未発生期の４の(11)と同じ

５

医療
(1) 方針
新型インフルエンザ等のまん延により、従来の限定的な体制では対応が困難になる
と同時に、対策効果も上がらなくなることから、医療体制を変更して普遍的な対応を
可能とし、県下の医療資源を総動員することにより、県民の健康被害を最小限に止め
る。
その体制も、まん延がピークを越えた段階で、徐々に縮小・緩和していくものとす
る。
(2) 医療体制の変更
ア 診察・治療
(ｱ) 新型インフルエンザ等の患者の増加に対応して、福祉保健部は、帰国者・接触
者外来以外の各医療機関でも適切な感染防止措置が行われることを確認した上で、
その診療が原則として全ての医療機関で受けられる体制へと移行する。この場合、
有症者は、事前に医療機関に連絡し、その指示（来院時間の指定、来院時のマス
ク着用、専用入り口・待合室の使用など）に従って直接受診するよう指導する。
(ｲ) 福祉保健局は、新型インフルエンザ等の患者を隔離するための入院措置は中止
することとし、福祉保健部は、その外来診療を行う医療機関に対し、次のような
対応を要請する。
① 軽症の患者には、隔離目的の入院措置は中止するとともに、自宅療養を指示
し、必要に応じてその支援を行うこと。
② 重症の患者には、感染症指定医療機関のほか、その入院受入れが可能な病床
を有する医療機関への入院を指示すること。
(ｳ) 帰国者・接触者相談センターは、体制を変更し相談窓口として福祉保健局内に
存置し、県民からの新型インフルエンザ等に関する相談に応じ、必要に応じて適
切な医療機関を紹介する。
(ｴ) この時期、衛生環境研究所は、集団感染のおそれがある場合等にのみ確認検査
を行う。医療機関は、症例定義に従って診断、治療を続ける。
(ｵ) 県立病院は、引き続き新型インフルエンザ等の外来診療及び重症の患者等に対
する入院治療を実施する。なお、既に入院している軽症の新型インフルエンザ等
の患者には、退院を要請する。
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大規模流行期における医療体制

有症者等

病院・診療所
（感染症指定医療機関以外）

原則、全ての医療機関

福祉保健局（
保健所）

帰国者・接触者相談センター
検疫所

帰国者・接触者外来

感染症指定医療機関（県立中央病院、県立厚生病院、
鳥取大学医学部附属病院、済生会境港総合病院）
結核病床を含む協力医療機関
入院または自宅（症状に応じて）

イ

患者増加への対応
(ｱ) 福祉保健部は、全ての医療機関に新型インフルエンザ等の外来診療及び入院治
療の受け入れを働きかけ、そのための感染防止措置や慢性疾患患者の受診削減策
（第４章海外発生期の５の(2)のウの(ｳ)を参照）の実施状況を確認する。
(ｲ) 福祉保健部は、状況によっては、医療機関以外の公的施設等で一時的に医療を
提供する（第３章未発生期の５の(2)のイの(ｳ)の②を参照）こととし、市町村や
医師会等に対し、そのための協力を要請する。
(ｳ) また、各医療機関における医療提供の実態を踏まえ、医療従事者や医療用資機
材が適切に配置・配分されるよう、その充足状況を把握し、過不足を調整する。
(ｴ) 県立病院は、感染症病床以外でも新型インフルエンザ等の患者を受け入れると
ともに、受入れ可能病床を確保するため、一般の軽症患者に退院を要請する。状
況によっては、救急医療など特定医療は継続しつつ、一般外来は閉鎖する。

(3) 抗インフルエンザウイルス薬等
ア 抗インフルエンザウイルス薬
(ｱ) 福祉保健局は、予防投与について次のように対応する。
① 患者の同居者以外の濃厚接触者への予防投与は中止する。
② 患者の同居者については、それまでの予防投与の効果を評価した上で、効果
や必要性が認められれば、予防投与を行う。
③ 十分な感染防護措置を行わずに患者と濃厚接触した医療従事者や対策関係者
については、予防投与を継続する。
(ｲ) 福祉保健部は、医療機関等に対し、抗インフルエンザウイルス薬についても、
慢性疾患患者にはＦＡＸ等により処方せんを発行できる体制（第４章海外発生期
の５の(2)のウの(ｳ)の②を参照）をとるよう促す。
(ｳ) 福祉保健部は、抗インフルエンザウイルス薬の確保対策（第２章各期共通の５
の(3)を参照）を強化し、買い占め等を抑止するとともに、その流通状況を調査し、
流通量が一定以下になったことを確認したときは、県の備蓄分を卸売販売業者を
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通じて医療機関に配送する。また、県の備蓄量が一定以下になったことを確認し
たときは、国の備蓄分の放出を要請する。
イ

ワクチン
福祉保健部は、パンデミックワクチンの接種が可能になった場合には、直ちに国
に当該ワクチンの供給を要請し、供給され次第、予め策定していた接種実施計画に
基づいて接種を開始するよう医療機関に要請する。

(4) 救急搬送の確保
危機管理局は、各消防局における患者搬送の実施状況や救急隊員の健康状況等を確
認し、救急需要が逼迫する中にあってもその機能が十分に発揮されるよう、各局間あ
るいは関係機関との間の調整・連携を促すとともに、県民に対して安易な救急要請の
自粛等を改めて周知徹底する。
(5) 病原性が低い新型インフルエンザの場合の対応
病原性が低い新型インフルエンザの場合は、患者の隔離等は行わないので、県内発
生後速やかに外来診療体制も一般化し、感染が疑われる者は、適切な感染防止措置を実
施できる医療機関であれば（帰国者・接触者外来以外でも）、事前に連絡した上で(帰国
者・接触者相談センターを介さなくても)直接受診できることとする。
外来の診断(県内発生期においては、更にその後の確認検査)で新型インフルエンザ等
の患者とされた者についても、県内発生早期から軽症者は自宅療養とし、重症者のみ入
院とする。その入院先は、受入可能な病床さえあれば感染症指定医療機関等に限定しな
い。
福祉保健部は、病原性が低い新型インフルエンザの場合も医療機関に対して、感染
防止措置の徹底や慢性疾患患者の受診等を減らすための方策（第４章海外発生期の５
の(2)のウの(ｳ)を参照）の実行を促すこととするが、医療機関以外の公的施設で臨時
に医療を提供することまでは必要ないと思われる。
(6) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を講ずる
こととなる。
ア 医療等の提供体制の確保措置（医療機関等への要請）
福祉保健部は、速やかに、医療等の提供体制の確保措置として、医療機関及び医薬
品等卸売事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が、自らが定めた事業計画
の定めるところにより、次の項目を実施するよう要請する事務手続きを行う。（法第
４７条参照）
なお、
この要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第８項に基づき、
県対策本部長が行うものである。
(ｱ) 医療機関である指定地方公共機関への要請
・開業時間の延長
・院内感染の防止措置のさらなる徹底
・救急患者の搬送体制の確保
・その他必要な措置
(ｲ) 医薬品等卸売事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関への要請
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・抗インフルエンザウイルス薬、ワクチン、防護資機材等の県内流通量の確保
・上記薬品、物品の配送体制の整備
・その他必要な措置
イ

医療等の提供体制の確保措置（臨時の医療施設の設置）
臨時の医療施設の設置については、患者の発生状況、医療機関の診療処理状況をみ
て、設置の必要性を判断する。

ウ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、医療等の提供体制の確保措置について協議し決定す
るために、県対策本部会議を開催する。

エ 有識者の意見聴取
ウの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。
オ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、医療等の提供体制の確保措置につい
て、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及び
総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用し
て行う。
また、福祉保健部は指定公共機関及び指定地方公共機関の長宛てに要請文書（県対
策本部長名）を発送する。
※ イを除き、第５章県内未発生期の５の(6)と同じ

６

県民生活及び県民経済の安定の確保
(1) 方針
社会・経済面の対策は、既に県内発生早期において、新型インフルエンザ等のまん
延を見越したものとなっている。従って、まん延期における対応は、県内発生早期に
おける対策の継続・強化を図ることが中心になる。それによって、社会・経済機能へ
の影響を最小限に止める。
ただ、そうした対応は、患者の発生が収まってきたら、徐々に緩和していく。
また、病原性が低い新型インフルエンザの場合は、病原性の状況に応じて過大な対
応とならないよう留意する。
(2) 事業者の対応継続
各部局は、関係する事業者に対し、感染防止措置の強化や事業継続措置の実行を促
す。商工労働部では、それら企業に求められる対応についての啓発を強化するととも
に、まん延の影響を受ける中小企業等に対する相談指導や金融支援も実施する。
(3) ライフライン等の確保
ア 関係事業者への要請
各部局は、ライフライン関係その他の基本的な社会機能に関わる事業者（第２章
各期共通の６の（１）を参照）に対し、ライフラインの確保（第６章県内発生早期
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の６の（３）のアの表を参照）について、引き続き要請する。
イ 県のライフライン事業
(ｱ) 企業局は、県営の電力及び工業用水の供給施設について突発事故が発生したが、
職員の罹患等によりそれへの対応が困難な場合には、状況に応じ、他部局や委託
業者等に応援を要請して必要な人員を確保する。
(ｲ) 総務部は鳥取県情報ハイウェイについて、生活環境部は天神川流域下水道につ
いて、それぞれ上記に準じた対応を行う。
ウ 公共交通機関
(ｱ) 地域振興部及び県土整備部は、公共交通事業者に対し、駅構内、バスターミナ
ル、空港、旅客船ターミナル、車内、船内など多くの公衆が集まる場所における
ポスター掲示、構内放送、車内放送等により、利用者に基本的な感染予防策（第
２章各期共通の３の（６）のアを参照）の励行等を呼びかけるよう依頼する。
(ｲ) 地域振興部は、従業員の罹患等により公共交通機関で運休等が生じる場合、そ
の状況をホームページ等で情報提供するとともに、該当市町村に伝達し、住民へ
の周知・広報を依頼する。
(ｳ) 緊急時に公共交通機関で物資を輸送する必要が生じた場合は、公共交通事業
者・団体へその協力を要請する。その他、基本的な社会機能に関わる事業者に対
して要請する事項については、公共交通事業者に対しても要請する。
(4) 生活必需品の確保及び生活支援
関係部局は、県内発生期における生活必需品の確保対策（第６章県内発生早期の６
の（４）を参照）を継続・強化する。
また、在宅サービスが不可欠な高齢者や障がい者、罹患で日常の買い物が困難にな
る世帯等への支援についても、県内発生期に準じて（第６章県内発生早期の６の（５）
を参照）必要な対応を行う。
(5) 廃棄物の処理
ア 感染性産業廃棄物
生活環境部は、大量の感染性産業廃棄物が発生すると想定されることから、状況
に応じて市町村（一部事務組合・広域連合を含む。）の一般廃棄物焼却施設におい
ても感染性産業廃棄物処理を要請するとともに、医療機関に対してその処理委託が
可能な業者について情報提供する。
イ 非感染性産業廃棄物
新型インフルエンザ等の発生に伴い、多量の非感染性産業廃棄物(点滴バッグ類、
アンプルビン等)も発生するようになる。これらには感染性・腐敗性がないので、生
活環境部は、速やかに処理できない場合は適正に一時保管しておくよう処分業者を
指導する。
ウ 一般廃棄物
家庭等からは、使用済みの衛生用品などの可燃ごみ(一般廃棄物)が大量に発生す
る。これらは、衛生面の影響も懸念されることから、迅速に処理する必要がある。
これについて生活環境部は、その処理を市町村から受託している事業者の団体を通
じて当該事業者に対し、市町村が委託するごみの収集・運搬等の業務に支障を生じ
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させないよう要請するとともに、ごみ取扱い時における感染防止のため、従業者に
マスクを装着させる等の措置を講じるよう指導する。
(6) 火葬等
ア 対策の徹底
新型インフルエンザ等が猛威を振るい、多くの人が亡くなるような状況になった
場合、生活環境部は、県内発生期に市町村等に対して行った要請等（第６章県内発
生早期の６の（７）を参照）を改めて行い、迅速な火葬と適切な遺体の取扱いを徹
底する。
イ 臨時の埋葬
発生する遺体の数が火葬能力を大きく上回り、一時保管施設での保管も困難にな
ると、公衆衛生上の支障を生じるおそれが高まる。そのような場合、福祉保健部は
生活環境部と協議し、
市町村に対して、感染症法第 30 条第 2 項のただし書に基づき、
患者の遺体を十分消毒等を行った上で墓地に埋葬することを許可する。
なお、この場合において、埋葬可能な墓地がないときは、市町村は、公共用地等
を臨時の公営墓地とすることになる。
(7) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、政府の基本的対処方針に従って、新
型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を
講ずることとなる。
ア 県民生活及び県民経済の安定に関する措置
福祉保健部は、速やかに県民生活及び県民経済の安定に関する措置について、と
りまとめる。
(ｱ) 事業者の対応（法第４条）
・新型インフルエンザ等の予防対策
・職場内における感染防止
・訪問者、利用者等の感染防止
・可能な限り不要不急の業務を一時的に縮小し、事業継続に不可欠業務への重
点化
・家族の看護、保育所の臨時休業に伴う従業員の休暇取得環境の整備
・不要不急の出張、社内旅行等の見合わせ
・その他、感染防止のために必要な措置
(ｲ) 事業者に対する必要な対策
各部局は、関係する業界団体等を通じて、傘下の事業者の事業継続の状況や
新型インフルエンザ等による従業員のり患状況等を確認し、次のような対策を
とる。
・事業継続が停滞しており、県民生活や経済に甚大な影響が生じている場合、
業界内での相互支援の誘導等
・り患者が多い事業所等に対する感染防護措置の指導
(ｳ) 電気及びガス並びに水の安定供給（法第５２条）
・関係職員の参集体制の確認
・停電時の電力の融通
・停電、ガス供給停止、断水の予防措置
・水道事業者の消毒その他衛生措置の徹底
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・関係機関の連携体制の確認
・その他安定供給を実施するために必要な措置
(ｴ) 運送・通信・郵便の確保（法第５３条）
・旅客及び貨物運送を適切に実施するため、車両、施設の状況確認
・車両、施設内の秩序維持
・車両、施設の防疫措置
・通信における臨時回線設定の準備
・郵便物の送達確保
・窓口業務の維持
・その他必要な措置
(ｵ) サービス水準に係る県民への呼びかけ（法第４条）
① 新型インフルエンザ等対策においては、住民や事業者の地道な予防策の実
施がピーク時の感染者の数を押し下げ、医療提供体制や社会的安定が著しく
損なわれる緊急事態の回避につながる。このような観点から、県民に対して、
県内の事業者のサービス水準が低下することはやむを得ないものであるこ
とを説明し、理解を求める。
② 各部局は、適宜、関係する業界団体等を通じて、事業者のサービス水準の
状況を調査しておく。
(ｶ) 緊急物資の運送等（法第５４条）
① 商工労働部は、司令部の指示により運送業者である指定公共機関又は指定
地方公共機関に対して、食料品等の緊急物資の運送を要請する手続きを行
う。
② 福祉保健部は、司令部の指示により医薬品等卸売事業者である指定公共機
関又は指定地方公共機関運に対して、医薬品又は医療資機材の緊急物資の配
送を要請する手続きを行う。
③ ①又は②の要請は、運送又は配送すべき物資名、数量、場所及び期日を記
載した書面（知事名）をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、電話、
メール又はファクシミリ等で要請を伝達し、後日書面を発送する。
④ 正当な理由がないのに運送をしない場合は、新型インフルエンザ等対策特
別措置法第５４条第３項に基づき、書面（知事名）をもって指示をする。
(ｷ) 対策物資の売渡しの要請等（法第５５条）
① 福祉保健部は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資に
ついて、所有者に対して売渡しを要請する手続きを行う。
② 福祉保健部は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資に
ついて、物資を取り扱う事業者に対して保管を命ずる手続きを行う。
③ ①又は②の要請・命令は、物資名及び数量を記載した書面（知事名）をも
って行う。
④ 正当な理由がないのに売渡しをしない場合は、新型インフルエンザ等対策
特別措置法第５５条第４項に基づき、収用手続きを行う。
(ｸ) 生活関連物資等の価格の安定等（法第５９条他）
① 生活環境部は、消費者物価の監視を強化するとともに、生活に関連が高い
品目について、高騰が生じていると認められる場合は、必要な措置をとる。
② 市町村と連携して、県民に対する窓口相談・情報収集を強化する。
(ｹ) 要援護者への支援
福祉保健部及び福祉保健局は、要援護者への支援について、市町村に要請を
行い、市町村と連携を取って必要な措置を行う。
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(ｺ) 犯罪の予防
生活環境部は、警察本部と連携して、混乱に乗じた各種犯罪が発生しないよ
う、広報啓発活動を推進する。
(ｻ) 埋葬・火葬の特例等（法第５６条）
生活環境部は、新型インフルエンザ等による死亡者の状況により、適切な埋
葬・火葬の特例措置を実施する。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、県民生活及び県民経済の安定に関する措置につ
いて協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。

ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。た
だし、必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、県民生活及び県民経済の安定に
関する措置について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課
及び総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツール
を利用して行う。
※ アの(ｲ)、(ｷ)、(ｸ)、(ｹ)、(ｻ)を除き、第５章県内未発生期の６の(6)と同
じ
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第８章 小康期
（患者の発生が減少し低い水準でとどまり、大流行は一旦終息している状態）
【方針】○ 県民生活及び県民経済の回復を図り、流行の第二波に備える。

１

実施体制
(1) 方針
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、回復した者が復帰してくる中、中止・
延期した業務を再開し、社会・経済機能の早急な回復を図るため、常態復帰に向けて
新型インフルエンザ等の対策の実施体制を縮小していく。
一方で第二波の流行に備えるため、実施した対策等の評価を行うとともに、情報収
集を継続し第二波の早期探知と住民接種を促進する。
(2) 各部局の体制
当面、海外発生期以来の対策本部体制（第４章海外発生期の１の(2)を参照）の骨格
は維持するが、各部局は、重点配備していた部門から要員を引き揚げて縮小していた
部門に再配置し、休止・延期していた業務を再開して、萎縮した社会・経済活動の再
活性化を促す。
一方で、次の流行に備えてこれまでに実施した対策を評価し、その結果に基づいて
行動計画や対応マニュアルを見直し、より効果的な対策を準備しておく必要がある。
それに必要な人員体制は、引き続き確保しておかなければならない。総務部は、こう
した行政需要を踏まえつつ総合的な調整を行い、部局間の職員配置の再見直しを行う。
併行して各部局では、これまでに実施した対策の評価と分析を行う。その結果に基
づいて、次の計画等について所要の見直しを行い、第二波の流行に備えて必要な対策
を準備しておく。
① 鳥取県新型インフルエンザ等対策行動計画（福祉保健部）
② 鳥取県新型インフルエンザ等対応マニュアル（福祉保健部）
③ 鳥取県庁業務継続計画（新型インフルエンザ等対応編）
（総務部）
④ 部局内における新型インフルエンザへの対処方針、対策内容、実施手順等を定め
た計画、マニュアル等(各部局)
(3) 体制の縮小等
ア 県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、次の場合に県対策本部会議を開催し、今後の対策
方針を協議、決定する。
① 政府が小康期に入った旨及び縮小、中止等の措置に係る小康期の対処方針を公
示したとき。
② 緊急事態解除宣言が出されたとき。
③ 政府対策本部が解廃止されたとき。
イ 市町村対策本部の廃止
緊急事態解除宣言が出されたときは、市町村は市町村対策本部を廃止する。
ウ 県対策本部及び支部の廃止
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政府対策本部が廃止されたときは、県対策本部及び支部を廃止する。
ただし、引き続き総合的な対策を実施する必要があると認めるときは、新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法に基づかない任意の県対策本部に切り替えることができ
る。

２

サーベイランス・情報収集
(1) 方針
県内の発生状況(まん延の終息状況)等に関する情報を引き続き収集する一方、臨時
休業の解除や業務再開等に関する情報の収集にも努めるとともに、発生した新型イン
フルエンザ等の特性に関する情報、実施された対策の成果と限界、社会経済への影響
といった評価情報も収集し、新たな流行に備えた対策の立案等に役立てる。
(2) 各部局の情報収集
各部局は、大規模流行期に収集していたような情報（第７章県内感染期の２の(2)を
参照）を引き続き収集する。
(3) サーベイランス
ア 評価・点検
福祉保健部及び衛生環境研究所は、これまで実施してきたサーベイランス等につ
いて評価し、人材、資器材のより有効な活用方法を検討する。
イ

中止
インフルエンザ入院サーベイランスは、中止する。

ウ 継続
家きん、豚等におけるインフルエンザサーベイランス、患者発生サーベイランス、
ウイルスサーベイランス、予防接種副反応迅速把握システム(プレパンデミックワク
チン等の接種が開始された場合)、臨床情報共有システムによるサーベイランスは、
引き続き実施する。

３

情報提供・共有
(1) 方針
まん延の終息状況や休業解除、事業再開等に関する情報を積極的に提供し、県民や
事業者に活動再開を促すとともに、これまでの対応を総括・評価して、次の流行に備
えた対策・準備の必要性を啓発する。
(2) 提供する情報
次のような情報を、各部局が関係先に個別に提供するとともに、危機管理局等は一
般県民に向けて広報する。
項
目
内
容
一般的・基本的な情 ・新型インフルエンザ等に関する基礎知識
報
・全国的な発生動向、対応状況等
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生活関連情報

・生活必需品の需給動向等
・公共交通機関の運行状況
・臨時休業の解除、イベントの開催、業務の再開等の状況
・医療機関等の状況（帰国者・接触者外来や帰国者・接触者相談
センターの廃止等）
・新型インフルエンザ等による被害への支援制度
県民・事業者への呼 ・旅行・出張、外出、集会等の自粛解除
びかけ（協力依頼） ・ただし、県外に流行地がある場合は、当該地域への旅行、出張
は引き続き自粛を要請
・新たな流行に対する職場や家庭における備え（職場や家庭にお
ける注意事項（第２章各期共通の３の(6)のを参照）
）
観光客への呼びかけ ・まん延が終息し、活気を取り戻しつつある県内観光地の状況
県内での発生状況
・県内のまん延の終息状況
(3) 相談窓口
まん延状態の終息に伴い、県民からの相談は減少するので、新型インフルエンザ等
に関する相談窓口は縮小するが、第二波に対する不安感から、依然ある程度の相談は
寄せられると予想されるので、当分の間、当該相談窓口は存置する。
その他、元気づくり総本部（県民課）及び日野振興センターは、通常の相談体制の
中で、新型インフルエンザ等に関する相談にも可能な限り対応するとともに、生活環
境部、商工労働部及び農林水産部は、食料品、産業等に関する相談窓口を部内に引き
続き設置し、県民や事業者からの相談に応じていく。

４

予防・まん延防止
(1) 方針
県内感染期に行っていた対策を停止・解除し、次の流行に備える。
(2) 健康観察等
この段階に至っては、疫学調査、確認検査、健康観察等は、原則として実施しない。
(3) 学校に係る対応
ア 臨時休業の解除
地域的な一斉休業の要請（第７章県内感染期の４の(3)のアの(ｲ)を参照）を受け
て行われている学校の臨時休業は、状況に応じて県内感染期の対応から、次の手順
により順次解除していくものとする。
なお、自主的な学級閉鎖等（第７章県内感染期の４の(3)のアの(ｲ)及び第６章県
内発生早期の４の(4)のウの(ｱ)を参照）については、学級閉鎖を行った期間内に新
たな患者が発生しなければ、学校医や福祉保健局と相談の上で閉鎖を解除する。
(ｱ) 教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、当該学校か
らの発生状況報告や県内の発生状況等を勘案しつつ、当該学校や関係機関と臨時
休業の解除時期及び解除後の対応について協議を受ける。
(ｲ) 当該学校においては、上記の協議結果を踏まえ、適切な時期に臨時休業を解除
する。
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イ その他の措置
(ｱ) 教育委員会、地域振興部及び福祉保健部（子育て王国推進局）は、臨時休業を
解除する学校について、学校再開後は次のように対応するよう指示・要請する。
①児童･生徒への学習支援を強化すること。
②学校内での健康観察や感染防止措置を当面は継続し集団感染の再発を防ぐこと。
(ｲ) 教育委員会は、学校現場における教職員の出勤状況(復帰状況)を把握し、必要が
あれば、公立学校の教職員について臨時的な配置見直しを行う。また、これまで
の対応を総括・評価し、対応マニュアルの見直し等を行って次の流行に備える。
(ｳ) 地域振興部は、私立学校について(ｲ)と同様な措置を要請する。
(4) 福祉施設に係る対応
ア 臨時休業の解除
地域的な一斉休業の要請（第７章県内感染期の４の(4)のアの(ｲ)を参照）を受け
て行われている通所施設の臨時休業は、状況に応じて県内感染期の対応から、次の
手順により順次解除していくものとする。
なお、自主的な施設閉鎖（第７章県内感染期の４の(4)のアの(ｲ)及び第６章県内
発生早期の４の(5)のウの(ｲ)を参照）については、施設閉鎖を行った期間内に新た
な患者が発生しなければ、かかりつけの医療機関や福祉保健局と相談の上で閉鎖を
解除する。
(ｱ) 福祉保健部及び福祉保健局は、当該施設からの発生状況報告や県内の発生状況
等を勘案しつつ、当該施設や関係機関と臨時休業の解除時期及び解除後の対応に
ついて協議を受ける。
(ｲ) 当該施設においては、上記の協議結果を踏まえ、適切な時期に臨時休業を解除
する。
イ その他の措置
福祉保健部は、各施設について、状況によっては感染防止措置等を暫く継続する
とともに、これまでの対応を総括・評価し、対応マニュアルの見直し等を行って次
の流行に備えるよう要請する。
(5) 集客施設に係る対応
ア 臨時休業の解除
地域的な一斉休業の要請（第７章県内感染期の４の(5)のアの(ｲ)を参照）を受け
て行われている集客施設の臨時休業は、状況に応じて県内感染期の対応から、次の
手順により順次解除していくものとする。
なお、自主的な臨時休業（第７章県内感染期の４の(5)のアの(ｱ)を参照）につい
ては、臨時休業を行った期間内に新たな患者が発生しなければ、産業医や福祉保健
局と相談の上で閉鎖を解除する。
(ｱ) 各部局は、県内の発生状況等を勘案しつつ、その所管集客施設等や関係機関と
臨時休業の解除時期及び解除後の対応について協議する。
(ｲ) 当該施設においては、上記の協議結果を踏まえ、適切な時期に臨時休業を解除
する。
イ その他の措置
(ｱ) 各部局は、感染拡大防止のための運営方法の工夫（第６章県内発生早期の４の
(6)のアの(ｳ)を参照）を行っている所管集客施設等について、県内の発生状況等
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を勘案すればそうした工夫は最早必要ないと判断するに至ったときは、当該施設
の管理者に速やかにその旨を連絡する。
(ｲ) また、所管集客施設等について、状況によっては感染防止措置等を暫く継続す
るとともに、これまでの対応を総括・評価し、対応マニュアルの見直し等を行っ
て次の流行に備えるよう指示・要請する。
(6) その他の社会的対応
各部局は、県内の発生状況等を勘案すれば旅行や出張、集会、外出等の自粛は最早
必要ないと判断するに至ったときは、関係する県民・事業者に速やかにその旨を伝え、
活動再開を促す。ただし、県外に流行地がある場合は、当該地域への旅行、出張は引
き続き自粛を要請する。
また、中止又は延期していた県主催のイベントや集会等の開催を検討するとともに、
県以外が主催するものについても同様の対応を要請する。
(7) 予防接種
ア 特定接種
※ 特定接種については、国において詳細な手順が決まってから記載
イ

住民接種
福祉保健部及び福祉保健局は、第二波に備えるため、第一波の対応で問題となっ
た事項について、実施方法や手順を見直す作業を開始する。

(8) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
市町村は、第二波に備えて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第４６条に基づ
く住民接種の準備を進めることになるので、福祉保健部及び福祉保健局は、第一波で
問題となった事項を整理して、実施方法や手順を見直す作業を開始する。

５

医療
(1) 方針
新型インフルエンザ等発生以前の通常の医療体制に復帰し、次の流行に備える。
(2) 医療体制の縮小
福祉保健部は、医療機関に対し、新型インフルエンザ等の患者の発生が減少したと
きは、帰国者・接触者外来その他有症者を他の患者と接触させないための措置（専用
入り口、専用待合室、専用診察時間など）を廃止してもよい旨を通知する。これを受
け、県立病院は帰国者・接触者外来を廃止する。
また、福祉保健局は、入院協力医療機関に対し、入院病床確保（空床確保）を解除
する。

(3) 次の流行への備え
福祉保健部は、医療機関に対し、これまでの対応で消費した医薬品や資器材の補充
を促すとともに、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄について、従来の計画や対応を
総括・評価し、所要の見直しを行った上で、必要量を補充する。
また、パンデミックワクチンの接種についても、従来の計画や対応を総括・評価し、
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所要の見直しを行った上で、その接種が可能になった場合には、医療機関に速やかな
接種実施を要請する。
その他これまでの医療対応を評価・分析し、行動計画や対応マニュアル等の見直し
を行った上で、より効果的な対策を準備する。
(4) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、新型インフルエンザ等緊急事態措置
の縮小、中止を講ずることとなる。
ア 医療等の提供体制の縮小、中止
福祉保健部は、県内に緊急事態宣言が出されている場合には、県内感染期に講じた
医療体制の確保措置の縮小、中止についてとりまとめる。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、医療等の提供体制の確保措置の縮小、中止につい
て協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。

ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、医療等の提供体制の確保措置の縮
小、中止について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及
び総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用
して行う。
また、福祉保健部は指定公共機関及び指定地方公共機関の長宛てに対策の縮小、
中止に関する要請文書（県対策本部長名）を発送する。

６

県民生活及び県民経済の安定の確保
(1) 方針
新型インフルエンザ等のまん延が終息する中で、中止・延期した事業を再開すると
ともに、その損害からの立ち直りを支援して、社会・経済活動を以前のレベルに戻し
ていく。併せて、次の流行に備えた準備も進める。
(2) 事業者の常態復帰
各部局は、関係する事業者に対し、中止等していた業務を再開・復旧し、通常の事
業体制に速やかに復帰するよう促すとともに、商工労働部や農林水産部においては、
新型インフルエンザ等の影響で経営が悪化した事業者等に対し、相談指導や金融支援
等を検討･実施する。
また、これまでの対応や被害を評価・分析して事業継続計画等を見直し、次の流行
時にも必要な事業は継続していけるよう準備を進める。
(3) その他の措置
関係部局においては、在宅サービスが不可欠な高齢者や障がい者、罹患で日常の買い
物が困難になる世帯等への支援も含めた生活必需品の確保対策、大量発生する廃棄物の
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円滑処理対策、多くの遺体を円滑に火葬するための対策等についても、それまでの実績
を評価し、より効果的な対策を検討して、第二波に備える。
(4) 緊急事態宣言が出されている場合の措置
県内に緊急事態宣言が出されている場合には、新型インフルエンザ等緊急事態措置
の縮小、中止を講ずることとなる。
ア 県民生活及び県民経済の安定に関する措置の縮小、中止
福祉保健部は、県内に緊急事態宣言が出されている場合には、県内感染期に講じ
た県民生活及び県民経済の安定に関する措置の縮小・中止についてとりまとめる。
イ

県対策本部会議の開催
危機管理局及び福祉保健部は、県民生活及び県民経済の安定に関する措置の縮
小、中止について協議し決定するために、県対策本部会議を開催する。

ウ 有識者の意見聴取
イの県対策本部会議には、感染症の専門家を招聘してアドバイスを受ける。ただ
し、必要に応じて、関連する分野の専門家を招聘することができる。
エ 公表及び通知
福祉保健部は、県対策本部での決定を受けて、県民生活及び県民経済の安定に関
する措置の縮小・中止について、広く県民に対して公表を行う。
公表に当たっては、マスコミに協力を要請するとともに、とりネット、県民課及
び総合事務所等の県民相談窓口や市町村役場窓口への掲出等あらゆるツールを利用
して行う。
オ 指定地方公共機関
福祉保健部は、指定地方公共機関に対して、これまでの被害状況、対策実施にお
ける課題及び改善すべき事項等について報告を求め、第二波の対策に備える。
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関連する計画、要綱、手順書、
マニュアル等一覧
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名

称

所管課

関連する項番号

鳥取県危機管理対応
指針

危機対策・情
報課

第２章 １実施体制
第３章 １実施体制

鳥取県庁業務継続計
画（鳥取県庁ＢＣＰ
（本庁版））
鳥取県新型インフル
エンザ等入院病床確
保事業実施要領

業務効率推
進課

第１章
第３章
第８章
第２章
第３章

新型インフルエンザ
医療体制（感染症指定
医療機関・新型インフ
ルエンザ協力医療機
関）
鳥取県抗インフルエ
ンザウイルス薬対策
委員会設置要領
鳥取県における抗イ
ンフルエンザウイル
ス薬の備蓄状況と供
給方法について

健康政策課

２整理方針
１実施体制
１実施体制
５医療
５医療

備

http://www.pref.tottori.lg.jp
/secure/279386/kikikanri
sisin.pdf
通知文書データベース２０１
４版（総務部業務効率推進課
平成２７年３月２３日付け）
通知文書データベース２０１
５版（福祉保健部健康政策課
平成２７年７月１６日付け）
資料１

医療指導課

第２章～第８章
５医療

資料２

資料３
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資料１
新型インフルエンザ医療体制〔感染症指定医療機関・新型インフルエンザ協力医療機関〕
27.10.1現在
１ 感染症指定医療機関
（１）第１種感染症指定医療機関
医療圏
機関名
中部
県立厚生病院
合
計

２（
２（

病床数
２）【個室 ２】
２）【個室 ２】

（２）第２種感染症指定医療機関
医療圏
機関名
病床数
東部
県立中央病院
４（ ４）【個室
中部
県立厚生病院
２（ ２）【個室
済生会境港総合病院
２（ ０）【個室
西部
鳥取大学医学部附属病院
２（ ２）【個室
合
計
１０（１０）【個室

２】
２】
２】
２】
８】

（３）結核病床
医療圏
機関名
病床数
県立中央病院
１０（１０）【個室
東部
鳥取医療センター
１８（１８）【個室
西部
鳥取大学医学部附属病院
６（ ６）【個室
合
計
３４（３４）【個室

０】
６】
２】
８】

２

新型インフルエンザ協力医療機関

医療圏

東部

中部

西部

帰国者・
備蓄防護具
接触者外来
備蓄数
整備年度
県立中央病院
54
○
2,000 20年度
鳥取市立病院
39
○
330 26年度
鳥取赤十字病院
40
○
300 26年度
鳥取生協病院
14
○
330 26年度
岩美病院
8
○
330 26年度
鳥取医療センター
50
－
330 27年度
智頭病院
－
○
－
－
小計
205 ６機関
3,620
－
県立厚生病院
56
○
0
－
野島病院
7
－
330 27年度
北岡病院
5
－
0
－
小計
68 １機関
330
－
済生会境港総合病院
23
○
330 26年度
博愛病院
5
○
330 26年度
西伯病院
7
○
330 26年度
日野病院
17
○
330 26年度
日南病院
10
○
406 20年度
米子医療センター
18
○
300 26年度
山陰労災病院
30
○
330 27年度
鳥取大学医学部附属病院
40
○
330 27年度
小計
150 ８機関
2,686
－
合計
423 １５機関
6,636
－
※入院、帰国者・接触者外来の指定は平成21年5月25日
機関名

入院病床数
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資料２
鳥取県抗インフルエンザウイルス薬対策委員会設置要領
１

趣 旨
鳥取県内における抗インフルエンザウイルス薬の安定供給を図るため、鳥取県抗インフ
ルエンザウイルス薬対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

２ 協議内容
（１）新型インフルエンザの抗インフルエンザウイルス薬供給における課題を抽出し、
抗インフルエンザウイルス薬の安定供給対策等を検討する。
（２）新型インフルエンザの発生時には、県内の医療機関、保健薬局、卸売販売業者の在庫
状況等を把握し、県内の抗インフルエンザウイルス薬の過不足の状況を検 討し、必要に
応じて融通等の調整をする。
３

委 員
委員は、次のとおりとする。
（１）鳥取県インフルエンザワクチン対策委員会委員
（２）社団法人鳥取県薬剤師会から推薦された者（１名）

４ 委員会
（１）インフルエンザの流行状況等を勘案し、必要に応じて開催する。
（２）委員会の座長は、医療指導課長とする。
（３）座長は、委員会を開催し、委員会の進行にあたる。
５

事務局
事務局は、鳥取県福祉保健部医療指導課に置く。

６

施行日
この要領は、平成１７年１２月５日から施行する。
附 則
この改正は、平成２０年９月２４日から施行する。
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資料３
鳥取県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況と供給方法について
平成２２年９月１６日
鳥取県抗インフルエンザウイルス薬対策委員会
１

抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況
抗インフルエンザウイルス薬については、新型インフルエンザが発生した時に、治療に
必要な量が供給されるよう、国及び県において、県民の 45％に提供できる量を目標として
備蓄している。

（人分）
国備蓄分
（鳥取県分）

タミフルカ
プセル
リレンザ
合

計

鳥取県備蓄分
東部
中部

西部
25,500

112,300

103,500

53,000

6,200

16,000

6,500

118,500

119,500

59,500

25,000
－
25,000

9,500
35,000

流通備蓄
19,000
－
19,000

合計
234,800
22,200
257,000

※鳥取県分備蓄数量の 257,000 人分は鳥取県人口の約 43％の備蓄となっている。

２

県備蓄抗インフルエンザウイルス薬の供給方法
県備蓄抗インフルエンザウイルス薬は、感染予防用及び患者治療用として提供するもの
である。なお、患者発生の再度増加にそなえ必要な量として１万人分程度確保する。
流通在庫の不足時には、県備蓄分を治療用として供給する。ただし、県備蓄の５割程度
を超える供給の可能性が生じる際には、国へ国備蓄分を供給するよう要請する。
※平成 21 年度に新型インフルエンザ患者の濃厚接触者に対する予防投与用として、80 人
分を保健所に供給。

予防用
県
治療用

国

治療用

・保健所が、患者接触者への予防投与として使用
・感染防止の観点から地域封じ込めとしてしようするため、対象者へ
は無償で提供。
・医療機関が、患者への治療として使用
・流通在庫が不足した場合に、県の備蓄分を放出する。
・放出は発熱外来設置医療機関及び感染症指定機関を最優先とする。
・放出方法：県→卸売業者→医療機関（有償）
・医療機関は患者へ処方(医療保険を適応)
・医療機関が、患者への治療として使用
・流通在庫が不足した場合に、国の備蓄分を放出する。
・放出は発熱外来設置医療機関及び感染症指定機関を最優先とする。
・放出方法：国→卸売業者→医療機関（有償）
・医療機関は患者へ処方(医療保険を適応)
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県備蓄（予防用）抗インフルエンザウイルス薬供給フロー図

事務処理
備蓄タミフル等
その他

鳥取県新型インフルエンザ対策本部

②報告

③放出決定
※ 県の備 蓄タミ フル
等 に不足 が見込 まれ
る 場合に 供給の 協力
を要請する。

鳥取県医薬品卸業協会

福祉保健部
(医療指導課)

①予防用タミフル等
供給要請

④放出決定
通知

総合事務所
福祉保健局
（保健所）

※県の備蓄タミフル等
に不足が見込まれる場
合に国が備蓄している
タミフル等の放出を要
請する。

⑦受領報告

⑤受取

備蓄タミフル等
保管施設

⑥受領
配布

予防投薬
基礎疾患患者主治医
予防投薬
予防投薬対象者
（患者接触者、
発熱外来医療従事者）

国

予防投薬対象者
（患者家族の基礎疾患患者）
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県備蓄（治療用）抗インフルエンザウイルス薬供給フロー図

鳥取県新型インフルエンザ対策本部
国
※県の備蓄タミフル等
に不足が見込まれる場
合に国備蓄タミフル等
の放出を要請

③報告

④放出決定
※協定書の範囲

福祉保健部
(医療指導課)

⑤放出決定
通知

⑪受領
報告

協定締結

⑫納付書
送付

鳥取県医薬品
卸業協会

②放出
要請

⑥放出決定
報告

⑦購入
申請

⑧放出通知

⑬代金
納付

⑧購入
許可
⑨許可書
提示

卸売販売業者

備蓄タミフル等
保管施設

⑩受領

①購入申込

売却
在庫状況調査

医療機関
感染症指定医療機関
等
発熱外来設置医療機関

処方

患者
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放出の要請
放出の決定
事務処理
備蓄タミフル等
その他

国備蓄抗インフルエンザウイルス薬供給フロー図

鳥取県新型インフルエンザ対策本部

①報告

②補充決定

福祉保健部
(医療指導課)

在
庫
状
況
調
査

③補充
要請

国
（厚生労働省）

③指定する医療機関へ
国備蓄タミフル等の
納品を指示

売買契約
締結
④備蓄タミフ
ル等納入

幹事卸（株式会社エバルス）

納入
告知書
代金
納付

⑤売却

卸売販売業者

購入申込
医療機関
感染症指定医療機関
等
発熱外来設置医療機関

処方

患者
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事務処理
備蓄タミフル等

鳥取県新型インフルエンザ等対応マニュアル
第１版 平成２０年８月２１日
第２版 平成２２年２月２日
第３版 平成２２年１１月２日
第４版 平成２６年１２月１９日
第５版 平成２７年１０月１９日

鳥取県福祉保健部健康医療局

