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感染者数 3 3 9 2 1 2 1 1 454 73,332

死亡者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,873

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について
令和２年２月１８日１２：００時点（厚生労働省公表資料より）

※１ うち13名は無症状病原体保有者（症状はないが、検査が陽性となった者）
※２ クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」について、延べ1,723名の検査で陽性が確認された者（うち無症状病原体保有者

延べ189名）



新型コロナウイルスを防ぐには

ウイルス性の風邪の一種です。

発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間前後）が多く、強いだるさ（倦

怠感）を訴える方が多いことが特徴です。

感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日（多くは5日から6日）といわ

れています。
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。

重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前など

にこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触っ

たものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可

能性がありますので、マスクの着用やティッシュで口と鼻を覆うなどの咳エ

チケットを行ってください。

新型コロナウイルス感染症とは

日常生活で気を付けること

飛沫感染
感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイル
スが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸
い込んで感染します。

接触感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの
物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触ると
ウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から
感染します。

ひまつ

せき けん

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休み、公共交通機関を
利用しての外出、人混みの多い場所への外出を避け、自宅で療養してください。

発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、

より一層注意してください。

たいかん



その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせに

ついては、次の窓口にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症にかかったと思ったら

一般的なお問い合わせなどはこちら

次の症状がある方は、保健所の「帰国者・接触者相談センター」に
ご相談ください。

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

令和2年2月19日作成

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合に
は、「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。

マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

「帰国者・接触者相談センター」は、別紙のとおり設置しています。

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

設置主体 連絡先 受付時間

北九州市 ０９３－５２２－８７４５ 24時間対応

福岡市 ０９２－７１１－４１２６ 平日9時から17時30分

大牟田市 ０９４４－４１－２６６９ 平日8時30分～17時15分

久留米市 ０９４２－３０－９３３５ 平日8時30分～17時15分

福岡県（※） ０９２－６４３－３２８８ 平日8時30分～17時15分

※ 別紙「帰国者・接触者相談センター」を設置する９か所の各保健福祉（環境）事務所
でも相談を受付けています。



新型コロナウイルス感染症 帰国者・接触者相談センター 

 
設置主体 保健所名 担当部署 連絡先 夜間・休日の連絡先 

北九州市 北九州市保健所 保健予防課 ０９３－５２２－８７４５ ０９３－５２２－８７４５ 

福岡市 

東保健所 健康課 ０９２－６４５－１０７８ 

中央区夜間相談員 

０９２－７６１－７３６１ 

博多保健所 健康課 ０９２－４１９－１０９１ 

中央保健所 健康課 ０９２－７６１－７３４０ 

南保健所 健康課 ０９２－５５９－５１１６ 

城南保健所 健康課 ０９２－８３１－４２６１ 

早良保健所 健康課 ０９２－８５１－６０１２ 

西保健所 健康課 ０９２－８９５－７０７３ 

大牟田市 大牟田市保健所 保健衛生課 ０９４４－４１－２６６９ 
大牟田市保健所当直 

０９４４－４１－２６６９ 

久留米市 久留米市保健所 保健予防課 ０９４２－３０－９３３５ 
久留米市代表電話 

０９４２－３０－９０００ 

福岡県 

筑紫保健福祉環境事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９２－７０７－０５２４ 

福岡県保健所 

夜間休日緊急連絡番号 

０９２－４７１－０２６４ 

粕屋保健福祉事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９２－９３９－１７４６ 

糸島保健福祉事務所 保健衛生課 ０９２－３２２－５５７９ 

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９４０－３６－６０９８ 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９４８－２１－４９７２ 

田川保健福祉事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９４７－４２－９３７９ 

北筑後保健福祉環境事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９４６－２２－９８８６ 

南筑後保健福祉環境事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９４４－６８－５２２４ 

京築保健福祉環境事務所 
保健衛生課 

感染症係 
０９３０－２３－３９３５ 

 

別紙 



新型コロナウイルス感染症の対応の流れ

○ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

○ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

次の症状がある方は、保健所の「帰国者・接触者相談センター」にご相談
ください。

感染症指定医療機関（１２か所、６６床）

検査の結果、陽性の方は感染症指定医療機関へ入院となります。

相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、「帰国者・接触者外来」
をご紹介します。

発熱(37.5度以上)
かつ呼吸器症状

発熱(37.5度以上)
かつ呼吸器症状

新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と濃厚接触歴がある。

発症から二週間以内に、流行地域に渡航又は居住していたか、
流行地域に渡航又は居住していた者と濃厚接触歴がある。かつ

かつ 入院を要する肺炎が疑われる。

①

②

③

④ 医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う。

・季節性インフルエンザ検査

・その他の一般的な呼吸器感染症の
病原体の検査

症状と診断に応じた治療

陰性

ＰＣＲ検査の実施について保健所へ相談

症状増悪時等

検査の実施

陽性

福岡県

帰国者・接触者外来

保健所の帰国者・接触者相談センター

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

※ 保健所が実施する積極的疫学調査により、新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と
濃厚接触歴がある場合は、検査を実施します。

令和２年２月１９日作成





新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急対応策
１ 基本方針

県内で患者が発生した場合に備えた経費として、約５千万円を予備費で対応し、感染予防対策の強化を図る。

２ 緊急対策 総額49,932千円 （財源 国庫：24,282千円、一財：25,650千円）

（１） 迅速な検査体制の強化等

迅速な検査や患者の移送に必要な資機材を整備

（主な内訳） ○保健環境研究所の検査体制の強化：21,222千円

検査機器の増設（リアルタイムPCR等）14,022千円、検体検査試薬の追加購入7,200千円

○保健福祉環境事務所（９か所）が行う患者の移送のための資機材の整備：8,076千円

車いす型アイソレーターの整備（付帯品含む）7,677千円、

感染防護具（手袋、N95マスク、ガウン等）の追加購入 399千円

（２） 感染症指定医療機関等の治療体制・機能の強化

帰国者・接触者外来を設置する医療機関を支援

○感染症外来協力医療機関への支援：15,487千円

クリーンパーテーション、感染防護具等の購入費用への助成

○入院患者の医療費の公費負担（感染症法第37条）：2,523千円

車いす型アイソレーター

クリーンパーテーション



国際局地域課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生による県の国際交流事業への影響 

（令和２年２月１９日現在） 

 

 

影響事項（担当課） 概 要 

江蘇省青少年サッカー訪日団招致

の中止 

（私学振興・青少年育成局青少年育

成課） 

２月上旬に、県内の小学生サッカー大会に江蘇省の

小学生サッカーチームを招く事業を予定していた

が、江蘇省からの申し出により中止 

 

 

福岡県江蘇省青少年囲碁交流大会

の中止 

（私学振興・青少年育成局青少年育

成課） 

３月下旬に、福岡県青少年囲碁大会の成績優秀者を

江蘇省に派遣する事業を予定していたが、江蘇省か

らの申し出により中止 

 

 

asianbeat・FACo Kawaii大使 招へ

いの延期 

（国際局国際政策課） 

３月に開催される「福岡アジアコレクション

（FACo）」に合わせ、中国、タイ、ベトナム、台湾か

ら「asianbeat・FACo Kawaii大使」を招へい予定だ

ったが、現在の状況を考慮し延期 

 

中国向け Webプロモーションの中止 

（観光局観光振興課） 

２月以降に、中国からインフルエンサーを招へい

し、本県の観光情報や魅力を中国の SNS等を通して

発信する事業を２件予定していたが、現在の状況を

考慮し中止 

 

海外観光プロモーションの延期 

（観光局観光振興課） 

３月にマレーシアで開催される旅行博（MATTA FAIR 

Kuala Lumpur March 2020）に出展し、本県の観光プ

ロモーションを実施予定であったが、旅行博が延期 

 

 

アジア太平洋こども会議・イン福岡

「ブリッジチャレンジトリップ事

業」の中止 

（私学振興・青少年育成局政策課） 

３月に、福岡県の小学４年生～高校３年生のこども

達を、中国（広州市）をはじめ海外８ヶ所に派遣し、

ホームステイや文化交流体験を行う事業を予定し

ていたが、主催者（NPO 法人アジア太平洋こども会

議・イン福岡）の判断により中止 

 



9 

 

中小企業・小規模事業者に対する支援状況 

 

１．新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 

 ・設置期間：令和 2年 1月 30日（木）から当面の間（平日 9時から 17時まで） 

  ・設置場所：本庁（中小企業振興課、新事業支援課） 

    中小企業振興事務所（県内４カ所） 

    (公財)福岡県中小企業振興センター 

    福岡アジアビジネスセンター 

・相談件数：39件（2月 18日現在） 

   ＜主なもの＞ 

・県内バス事業者や宿泊業者からの「外国人観光客の減少に伴う資金繰り相談」 

・卸売業者等からの「商品の輸入の遅れによる売上減少に関する資金繰り相談」 

                            など 

 

２．中小企業者の資金繰り支援への配慮要請 

金融機関等に対し、中小企業者からの融資相談への迅速かつ適切な対応や、相談

体制の充実等、中小企業への資金繰り支援への配慮を要請する県商工部長名の文書

を発出（令和 2年 1月 30日付）。 

 

 

３．中小企業者への資金繰り支援 

・ 県制度融資「緊急経済対策資金」では、セーフティネット保証認定者を融資対象

としている。 

・ セーフティネット保証５号の指定業種（１５２業種）であれば、最近３か月間の

売上高等が前年同期比で５％以上減少した場合、県制度融資「緊急経済対策資金」

の利用が可能。 

・ 国の緊急対応策によって、今後、セーフティネット保証４号（自然災害等）の地

域指定や、同保証５号の対象業種の拡大がなされる予定。 

なお、４号の地域指定については、自治体からの要請に基づき行われるため、現

在、県では、県内事業者の売上高の減少等、新型コロナウイルスの影響について調

査を行っているところ。調査結果を踏まえ、今後、本県の地域指定について国へ要

請を行う予定。 

【 県制度融資「緊急経済対策資金」 】 

・融資対象：セーフティネット保証認定者 など 

・資金使途：運転資金 

・限 度 額：１億円 

・融資利率：１.３％ 

・保証料率：０.７％（セーフティネット保証５号認定者） 

０.８％（セーフティネット保証４号認定者） 


