
○新型コロナウイルス感染症に係る町の対応等について

月　日 国の対応 県の対応 町の対応

1月30日 新型コロナウイルス感染症対策本部設置

2月1日
新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」等に
指定する政令施行

2月8日
「帰国者・接触者相談センター」及び「帰国者・
接触者外来」の対応を開始

2月18日 岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部を設置

2月19日
新型インフルエンザ等対策連絡会議
・各課でイベントの際の消毒薬の貸し出し
・各施設への掲示物作成

2月20日
岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部設置

新型コロナウイルス感染症予防のチラシを世帯配布
（手洗い、咳エチケットについて）
新型インフルエンザ等対策連絡会議設置とチラシについてHPへ掲載

2月21日
第１回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

2月25日 課長連絡会で2/21第１回盛岡地方支部会議結果報告

首相が全国に国の本部会議において、全国の小中
学校、高校、特別学校を3/2から臨時休校にする
よう要請

岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置（任意）

第１回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）

岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部設置についてHPへ掲載

2月28日
第２回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

第２回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）

3月2日 課長連絡会で2/28第2回盛岡地方支部会議結果報告

3月6日 PCR検査の保険適用開始
第３回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

ホームページの掲載内容を修正
（厚生労働省のチラシ３種類とお知らせを追加）

3月9日 課長連絡会で3/6第3回盛岡地方支部会議結果報告

3月11日 第３回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議(任意）

3月14日
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改
正する法律の施行

2月27日
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月　日 国の対応 県の対応 町の対応

3月17日
第４回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

3月24日 第４回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議(任意）

3月25日
第５回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

3月26日
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第15条
に基づき、政府対策本部を設置

新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条１項
の規定に基づき県対策本部設置

新型コロナウイルス感染症予防のチラシを世帯配布
（3つの密を避ける行動について）

3月28日
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方
針」を決定

4月7日

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条
第１項の規定に基づき緊急事態宣言を発出。
（実施期間：～5/6、実施区域：７都府県（埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県）

第６回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条１項の規定に基づき
岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置（15:30）

第１回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・緊急事態宣言及び対策本部の設置
・感染者が発生した場合の対応（役場の業務継続計画の検討、職員
の体調管理、行動管理）
・会議等の開催基準を決定（総会等の中止、延期。できる限り書面決議。
参加者の名簿の整備。対策期間は5/31を目途）

4月13日
第７回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

第２回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・町民向けに町の方針の周知（4/16チラシ各戸配布）
・業務継続計画策定について
・生活支援臨時給付金（仮称）担当課の決定

4月14日
新型コロナウイルス感染症対策に係る県と市町村
との意見交換会

4月16日
緊急事態措置を実施すべき区域を７都府県から全都
道府県に拡大（実施期間：～5/6のまま）

新型コロナウイルス感染症対策に関する町の取り組み周知チラシ（各戸
配布）

新型コロナウイルス緊急事態宣言の対象を全国に
拡大をうけて、知事メッセージ発表

第３回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議(11：00～)

・緊急事態宣言の拡大
・職員の予防・対応マニュアル（案)検討
・業務継続計画（案）検討

第４回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議(16：30～)

・国の緊急事態宣言を受けての県の対応

4月17日

4月8日
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月　日 国の対応 県の対応 町の対応

4月20日
第８回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

第５回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・コロナ感染症対応業務継続計画（案）検討
・町内中小企業・小規模企業の影響調査の実施
・国民健康保険傷病手当制度の創設

4月23日

岩手県における新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための緊急事態措置及び事業者支援策につい
て知事発表

第９回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

第６回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・4/29～5/6まで町内小学校臨時休校
・町有施設（公民館、図書館、運動公園）4/29～5/6まで休館
・美術館リニューアルオープンをR3.4に延期

町の対応方針についてホームページに掲載

4月27日
第7回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・町内で感染症が発生した場合の対応

5月1日
第８回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・緊急事態宣言の延長を受けての町の対応

新型コロナウイルス感染症対策班を総務課内に設置（職員４名、会計年
度任用職員１名）

5月4日 緊急事態宣言の期間を５月31日まで延長

5月8日
第10回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

5月11日
第９回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議
・地方創生臨時交付金について

5月14日
4/16に全都道府県に拡大された緊急事態措置が39
県で解除（北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、大
阪、京都、兵庫を除く39県）

新型コロナウイルス感染症対策に係るコールセン
ターの運用開始（外部委託し、オペレーター業務
を開始）

特別定額給付金申請書発送（5,470世帯、新型コロナウイルス感染症に関
するアンケート調査票を同封）

5月15日
39県の緊急事態宣言解除にあたり、知事メッセー
ジ発表

特別定額給付金申請書受付開始（～8/14まで）

5月18日
発熱外来（地域外来・検査センター）を開設
両磐地域：一関臨時診療所
宮古地域：宮古市地域外来・検査センター

第10回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議

・全国39件の緊急事態宣言解除を受けての対応
・特別定額給付金の受付状況

5月19日
第11回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

4月24日

3/12



月　日 国の対応 県の対応 町の対応

5月21日
緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、
千葉県、東京都及び神奈川県に変更

岩手町にお住まいの皆さまへ（5/21号）（各戸配布）
・感染防止対策の概要
・新しい生活様式の実践例
・感染症対策事業周知
・相談窓口の一覧

新型コロナウイルス感染症予防対策に関する講習会開催

5月22日

5月25日
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条
第５項の規定に基づく緊急事態解除宣言を発出

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において準用する同
法第25条に規定に基づき対策本部を廃止

任意による岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部に切り替える

5月26日
緊急事態宣言が解除されたことにより、知事メッ
セージ発表

5月29日
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提
言」を発表

第11回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・６月以降の会議やイベントの開催基準
・今後の本部会議の持ち方

6月4日
発熱外来（地域外来・検査センター）を開設
胆江地域：奥州金ヶ崎発熱外来診療所

岩手町にお住まいの皆さまへ（6/4号）（各戸配布）
・住民への自粛のお願い、感染症対策の徹底、新しい生活用様式
・緊急事態宣言が解除になった６月以降の会議等の開催基準（段階的緩
和方針）

6月8日
第12回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

6月9日
発熱外来（地域外来・検査センター） を開設
釜石大槌地域：地域外来・検査センター

6月15日
第12回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・今後のイベント等の開催判断について

6月18日

新型コロナウイルス対策情報便（6/18号）（各戸配布）
・感染防止対策をしながらの日常生活
・特別定額給付金の申請勧奨
・新しい生活様式で感染予防
・感染症対策事業周知（６月補正分）
・相談窓口の一覧

6月30日
新型コロナウイルス対応避難所訓練
　対象：避難所担当職員及び指定避難所の分館長
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月　日 国の対応 県の対応 町の対応

7月13日
第13回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

7月14日
第13回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）

・第13回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方支部会議資料
の伝達

7月29日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（盛岡市：40
代男性、宮古市：30代男性）確認

7月30日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（矢巾町：40
代男性）確認【累計３例目】※2例目（宮古市）の濃厚接
触者

8月1日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（北上市：40
代男性）確認【累計４例目】

第14回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・岩手県内の新型コロナウイルス感染者の状況について
・感染者が発生した場合の町の対応について

8月4日
第14回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

8月6日

第15回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方
支部会議
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（雫石町：40
代男性）確認【累計５例目】

8月7日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（久慈市：20
代女性）確認【累計６例目】

新型コロナウイルス対策情報便（8/6号）（各戸配布）
・新しい生活様式で感染症対策
・新たな日常に対応した行動
・自分の身は自分で守る行動
・相談窓口の一覧

8月8日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（久慈市：10
未満女性）確認【累計７例目】※6例目（久慈市）の濃厚
接触者

8月11日

第15回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）

・第15回岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方支部会
議の伝達事項について
・新型コロナウイルス感染症対応に係る事業の進捗状況について

8月14日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（久慈市：50
代女性）確認【累計８例目】

8月16日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（久慈市：60
代女性）確認【累計９例目】
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月　日 国の対応 県の対応 町の対応

8月20日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：40
代男性）確認【累計10例目】

8月21日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：40
代女性）確認【累計11例目】

8月24日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（久慈市：50
代女性）確認【累計12例目】

8月26日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：20
代男性）確認【累計13例目】

8月27日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者６名（盛岡市：20
代男性、遠野市：20代男性、30代女性、10歳未満男
性、60代男性、60代女性）確認【累計19例目】

8月27日
第16回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

9月2日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（奥州市：20
代男性、20代男性、40代男性）確認【累計22例目】

9月3日

新型コロナウイルス対策情報便（9/3号）（各戸配布）
・基本的な感染対策
・日常生活を営む上での注意事項
・相談窓口の一覧

9月4日
第17回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地
方支部会議

9月5日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者1名（奥州市：40
代男性）確認【累計23例目】

9月7日

第16回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・第２回新型コロナウイルス感染症対策に係る県市町村連絡会議及
び第17回岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方支部会
議の伝達事項について

10月4日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者1名（滝沢市：20
代女性）確認【累計24例目】

10月14日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者1名（盛岡市：40
代男性）確認【累計25例目】
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月　日 国の対応 県の対応 町の対応

10月16日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者1名（県外【検査
地：盛岡市】：20代女性）確認【累計26例目】

10月24日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者1名（盛岡市：30
代男性）確認【累計27例目】

10月26日
第17回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部第22回本部員会議の伝
達事項について

10月28日
第18回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方
支部会議

11月3日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（一関市：50
代男性）確認【累計28例目】

11月4日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（一関市：50
代男性、盛岡市：20代女性）確認【累計29例目】

11月7日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：20
代女性）確認【累計30例目】

11月10日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：40
代男性）確認【累計31例目】

11月11日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（盛岡市：30
代女性、40代男性）確認【累計33例目】

11月12日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者９名（盛岡市：７
名、滝沢市：１名、久慈市：１名）確認【累計42例目】

11月13日

第19回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方
支部会議
岩手県内で新型コロナウイルス感染者15名（盛岡市：５
名、滝沢市：６名、久慈市：２名、矢巾町：１名、宮古市：
１名）確認【累計57例目】

第18回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・新型コロナウイルス感染症の発生状況について

11月14日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者７名（盛岡市：６
名、大船渡市：１名）確認【累計64例目】

11月15日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：２
名、滝沢市：１名、宮古市：１名、雫石町：１名）確認【累
計69例目】
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月　日 国の対応 県の対応 町の対応

11月16日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：３
名、宮古市：２名）確認【累計75例目】

第19回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・県内での感染者の発生状況等について

11月17日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（盛岡市：２
名、宮古市：２名）確認【累計79例目】

11月18日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者10名（盛岡市：４
名、滝沢市：３名、矢巾町：１名、葛巻町：１名、宮古市：
１名）確認【累計89例目】

11月19日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者８名（盛岡市：２
名、滝沢市：３名、花巻市：１名、奥州市：１名、一関市：
１名）確認【累計97例目】

新型コロナウイルス対策情報便（11/19号）（各戸配布）
・基本的な感染対策の確認、徹底
・感染が高まる「５つの場面」に注意
・11月からの受診の流れの変更

11月20日

岩手県内で新型コロナウイルス感染者15名（盛岡市：４
名、紫波町：２名、雫石町：１名、矢巾町：１名、花巻市：
２名、住田町：１名、釜石市：２名、宮古市：２名）確認
【累計112例目】

11月21日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者15名（盛岡市：９
名、紫波町：１名、矢巾町：２名、宮古市：２名、洋野町：
１名）確認【累計127例目】

11月22日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者10名（盛岡市：４
名、宮古市：２名、花巻市：１名、洋野町：３名）確認【累
計137例目】

11月23日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（矢巾町：２
名、宮古市：２名）確認【累計141例目】

11月24日

第20回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方
支部会議
岩手県内で新型コロナウイルス感染者14名（盛岡市：４
名、滝沢市：２名、紫波町：１名、花巻市：１名、宮古市：
２名、洋野町：４名）確認【累計155例目】

11月25日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者7名（盛岡市：３
名、宮古市：３名、県外：１名）確認【累計162例目】

11月26日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者13名（盛岡市：６
名、滝沢市：１名、釜石市：１名、宮古市：５名）確認【累
計175例目】

第20回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・町の対応の検証について

11月27日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（盛岡市：４
名）確認【累計179例目】
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11月28日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（盛岡市：１
名、県内：２名、滝沢市：１名）確認【累計183例目】

11月29日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者８名（県外：３
名、盛岡市：４名、滝沢市：１名）確認【累計191例目】

11月30日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（県外：１
名、盛岡市：２名）確認【累計194例目】

12月1日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者９名（盛岡市：６
名、滝沢市：３名）確認【累計204例目】

12月2日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（県内：１
名、県外：１名、花巻市：１名、洋野町：１名）確認【累計
208例目】

12月3日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（県内：１
名、盛岡市：１名、北上市：１名、一関市：１名）確認【累
計212例目】

12月4日

第21回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方
支部会議
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：１
名）確認【累計213例目】

第21回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・新型コロナウイルス感染症の発生状況について

12月5日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者７名（盛岡市：５
名、県内：１名、岩手町：１名）確認【累計220例目】

岩手町内で新型コロナウイルス感染者１名【累計１例目】

12月7日

第22回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・第21回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方支部会議の伝
達事項について
・新型コロナウイルス感染症の町の発生状況について

12月8日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（盛岡市：３
名、軽米町：１名）確認【累計224例目】

12月9日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：１
名）確認【累計225例目】

12月10日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：３
名、県内：１名、花巻市：１名）確認【累計230例目】

新型コロナウイルス対策情報便（12/10号）（各戸配布）
・年末年始の感染防止対策の徹底
・家庭や職場での基本的な感染対策の実施
・発熱のある方はかかりつけ医に電話相談

12月11日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者22名（盛岡市：６
名、県内：１名、滝沢市：６名、雫石町：７名、八幡平市：
１名、西和賀町：１名）確認【累計252例目】
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12月12日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者43名（県内：39
名、盛岡市：２名、滝沢市：１名、雫石町：１名）確認【累
計295例目】

12月13日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者７名（盛岡市：４
名、雫石町：２名、花巻市：１名）確認【累計302例目】

12月14日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（盛岡市：１
名、花巻市：３名）確認【累計306例目】

12月15日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者９名（盛岡市：３
名、雫石町：６名）確認【累計315例目】

12月16日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（花巻市：１
名、西和賀町：１名、滝沢市：１名）確認【累計318例目】

12月17日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者９名（盛岡市：１
名、県内：７名、滝沢市：１名）確認【累計327例目】

12月19日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（盛岡市：２
名、県内：１名）確認【累計330例目】

12月20日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：２
名、滝沢市：１名、雫石町：２名）確認【累計335例目】

12月21日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（雫石町：１
名）確認【累計336例目】

12月22日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：１
名、県内：４名）確認【累計341例目】

第23回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（任意）
・年末年始の対応について

12月23日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（盛岡市：２
名）確認【累計343例目】

12月24日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：３
名、滝沢市：１名、一関市：１名）確認【累計348例目】

県民及び来県者への年末年始の注意喚起チラシ（県作成）（各戸配
布）
・帰省について
・忘年会や新年会、帰省先での会食について
・初詣について
・成人式について
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12月25日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（一関市：５
名）確認【累計353例目】

12月26日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者10名（一関市：４
名、北上市：２名、盛岡市：２名、滝沢市：１名、雫石町：
１名）確認【累計363例目】

12月27日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者９名（一関市：６
名、奥州市：１名、盛岡市：２名）確認【累計372例目】

12月28日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者７名（一関市：１
名、県外：１名、県内：２名、盛岡市：２名、滝沢市：１
名）確認【累計379例目】

12月29日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者１名（盛岡市：１
名）確認【累計380例目】

12月30日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（一関市：１
名、盛岡市：１名）確認【累計382例目】

12月31日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（釜石市：１
名、県外：１名、盛岡市：１名）確認【累計385例目】

1月1日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者４名（一関市：１
名、釜石市：２名、盛岡市：１名）確認【累計389例目】

1月2日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（一関市：１
名。県央保健所管内：１名）確認【累計391例目】

1月3日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（釜石市：１
名、県外：１名、県央保健所管内：１名）確認【累計394
例目】

1月5日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者６名（盛岡市：１
名、県内：１名、北上市：３名、一関市：１名）確認【累計
400例目】

1月6日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（盛岡市：２
名）確認【累計402例目】

1月7日

新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項
の規定に基づき緊急事態宣言を発出。
（実施期間：1/8～2/7、実施区域：１都３県（埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県）

岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（盛岡市：２
名、北上市：１名）確認【累計405例目】

1月8日

第22回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方
支部会議
岩手県内で新型コロナウイルス感染者５名（盛岡市：１
名、北上市：３名、一関市：１名）確認【累計410例目】

新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条１項の規定に基づき岩手
町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置（10:00）

1月9日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者７名（盛岡市：６
名、一戸町：１名）確認【累計417例目】
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1月10日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者12名（盛岡市：５
名、矢巾町：１名、花巻市：１名、北上市：１名、久慈市：
１名、一戸町：３名）確認【累計429例目】

1月11日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者３名（盛岡市：２
名、矢巾町：１名）確認【累計432例目】

1月12日
岩手県内で新型コロナウイルス感染者２名（二戸保健
所管内：２名）確認【累計434例目】

第24回岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（法定）
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市町村対策本部の
設置について
・第22回新型コロナウイルス感染症対策本部盛岡地方支部会議の伝
達事項について
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