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新型コロナウイルス感染症発生報告・第７０報 
 
 
本日（令和２年４月１９日（日））は、県内での新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されて

いません。 
 
 
１ これまでの発表情報に関する追加情報 
（１）別添資料の１７－１ 
    新型コロナウイルス検査（２回）陰性のため、本日退院 
 
 ◇ 県内の状況 

 
＊ これに加え、空港検疫で陽性が確認された方 １名（健康観察中） 

（空港検疫により陽性が確認された方については、検疫所が厚生労働省へ報告のため、本県の感染者  
数には含めていません。） 

 
２ 県民の皆様へ 

４月１６日、本県を含む全都道府県に緊急事態宣言が発出されました。 
このことを踏まえ、和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部（本部長：和歌山県知事）と

して、４月８日と４月１２日に発表したお願いに加え、新型インフルエンザ等対策特別措置法
の「緊急事態措置」として、同法第４５条第１項により外出自粛及び県外との往来自粛を、そ
の他については第２４条第９項により、改めて下記のとおり県民の皆様や事業者の皆様にお願
いいたします。 
 

（１）外出のさらなる自粛をお願い 
① 「３つの密」が重なるような場所への外出の自粛をお願いします。 

特に、繁華街の接待を伴う飲食店等の利用は厳に自粛を要請します。 
 
② 咳や発熱などの症状がある場合は、通勤等であっても、決して無理をして外出しないようお
願いします。 
 
③ 生活用品の買い出しなど生活維持のための外出についても、必要最低限の人数で行うなど、
できる限り人と人との接触機会を少なくするようお願いします。 
 
④ その他一般的に、外出については、必要性をよく考え、どうしても今日必要ではない外出
は、先に延ばしていただくよう自粛をお願いします。 

 
（２）県外との往来の自粛 

① 緊急事態措置の期間中、県外への不要不急の往来の自粛をお願いします。 
 
② 県外からの訪問客の受入れの自粛をお願いします。 
 
③ 県外へ通勤している方については、できる限りテレワークの活用などをお願いします。 

なお、勤務先において、在宅勤務や時差出勤制度の活用について理解が得られないなど、お
困りの方は、下記の相談窓口にご相談ください。 
《商工観光労働総務課 073-441-2725 平日 9:00～17:45》 
 
④ 県外への通院であっても、医療機関と相談の上、直接受診を減らすなどの工夫を行い、でき
る限り、県外への往来自粛をお願いします。 
 

（３）集団生活を行っている施設へのお願い 
① 職員（調理従事者含む）はマスクを着用し、手洗いや手指消毒を徹底してください。健康状



況についても自己検温や健康観察を促し、異常があれば、業務に従事しないようにしてくださ
い。 

 
② 食事については、ビュッフェスタイルではなく、個別の盛り付けとしてください。 
 
③ 入所者など利用者において、発熱や呼吸器症状が一人出た段階で嘱託医などに相談してくだ
さい。一週間以内に二人以上同様な症状の者が出た場合は、速やかに保健所に報告してくださ
い。 

 
④ 面会については、施設内に入らないようにして対応してください。 
 

（４）特定警戒都道府県（※）から帰省された方・転勤された方について 
① 特定警戒都道府県から帰省された方及び転勤された方には、２週間の自宅待機とともに、
「県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル」への連絡をお願いします。 
※ 特定警戒都道府県：東京都・大阪府・北海道・茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・ 

石川県・岐阜県・愛知県・京都府・兵庫県・福岡県 
 
 

県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル 電話 ０７３－４４１－２１７０ 
ＦＡＸ０７３－４３１－１８００ 

インターネット https://shinsei.pref.wakayama.jp/wr6b33fF 
 

 
② ご近所で、特定警戒都道府県の区域から帰省や転勤された方がいらっしゃる場合は、このこ
とについてお伝えし、登録をお勧めしてください。その際、それが難しい場合は、直接、連絡
ダイヤルにお知らせいただいても結構です。 
 

（５）学校の休業 
① 県立学校については、東牟婁地域の４校を除き５月６日まで休業します。 
 
② 市町村等に対しても、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校について、同様の措置を
要請することとします。 

 
３ 相談窓口等 
   保健所、県庁健康推進課の電話相談窓口及び県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤルの受付

時間、連絡先は県のホームページに掲載 
 
４ 県庁健康推進課 専用電話相談窓口の相談件数 

２月１４日（金）から４月１８日（土）までの合計 … ３,９１３件 
 
 

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。 
施設等での取材はご遠慮頂きます。 
 
 

担 当 課  健康推進課 
 担 当 者  並川・花光 
 電話(直通)  073-441-2643 

 



新型コロナウイルス　検査者一覧　（R2年4月19日　14:00時点）

３．陽性者の状況（詳細）
検査実施日

・結果

4/18

１４） 県内在住者 男 20代 3/30 4/15 退院

１５） 県内在住者 男 30代 4/1 4/8 退院 あり

１６） 県内在住者 女 20代 4/2 4/14 退院

１７） 県内在住者 男 60代 4/2 4/18 退院 あり

女 20代 2回目（－） 4/3 4/19 退院 あり

女 30代 （＋） 4/6 入院中 状態安定

１８） 県内在住者 男 70代 4/5 入院中 状態安定 あり

女 60代 4/6 入院中 無症状

男 40代 4/6 入院中 状態安定

１９） 県内在住者 男 50代 （＋） 4/5 入院中 状態安定 あり

２０） 県内在住者 男 60代 4/6 入院中 重症（改善傾向） あり

女 50代 4/6 入院中 状態安定 あり

２１） 県内在住者 男 20代 4/7 入院中 状態安定

２２） 県内在住者 男 50代 4/7 入院中 状態安定 あり

男 １0代 4/8 入院中 状態安定

男 50代 4/8 入院中 重症 あり

22)-10 濃厚接触者（22-2の同居家族） 女 50代 4/18 入院中 状態安定 あり

男 30代 4/8 入院中 状態安定

男 40代 （＋） 4/9 入院中 状態安定

女 50代 4/9 入院中 状態安定

男 20代 4/9 入院中 状態安定 あり

22)-7 濃厚接触者（22-6の同居家族） 女 20代 4/10 入院中 状態安定

22)-8 濃厚接触者（22-6の同居家族） 女 乳児 4/16 入院中 無症状

男 30代 4/17 入院中 状態安定 あり

２３） 県内在住者 男 60代 4/12 入院中 状態安定 あり

女 50代 4/14 入院中 無症状

２４） 県内在住者 男 40代 4/15 入院中 状態安定 あり

２５） 県内在住者 女 70代 4/15 入院中 重症 あり

※状態欄の「重症」には酸素投与を含む

23)-1 濃厚接触者（従業員）

22)-5 濃厚接触者（同僚）

22)-6 濃厚接触者（同僚）

20)-1 濃厚接触者（同居家族）

22)-1 濃厚接触者（同居家族）

22)-2 濃厚接触者（同僚）

22)-3 濃厚接触者（同僚）

22)-4 濃厚接触者（同僚）

22)-9 濃厚接触者（同僚）

17)-1 濃厚接触者（別居家族）

17)-2 濃厚接触者（同居家族）

18)-1 濃厚接触者（同居家族）

18)-2 濃厚接触者（同居家族）

肺炎像
（過去も含む）

性別 年代 発表日 状態 特記事項

前回 今回 累計 検査結果（累計）

陽性：４５名

陰性：２,２９４名
全体 2,339名2,299名 40名

２．県内検査実施状況（2/13～4/18）

１．現在感染者数 感染者数累計

うち
新規感染

うち
入院治療中

うち
健康観察中

うち
社会復帰

23 0 23 21 5 16 1 0 45

現在陽性の方

A

既に陰性の方
（退院済み）

B

亡くなられた方

C

新規感染 累　計

A＋B＋C


