
※　実施時期

　Ａ：平常時～令和２年１月（中国武漢市で感染者が確認された時期）まで

　Ｂ：令和２年２月（国内で感染確認）～令和２年４月上旬（仙台市新型インフルエンザ等対策本部設置前）まで

　Ｃ：令和２年４月上旬（仙台市新型インフルエンザ等対策本部設置以降）

～令和２年５月中旬（緊急事態宣言発令期間）まで

　Ｄ：令和２年５月下旬（緊急事態宣言解除）以降

新型コロナウイルス感染症対策として実施した事業

　　　本資料は、行動計画、マニュアル等に沿って実施した取り組みについて

　　担当部局における評価等をまとめたものです。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

危機管理連絡本部会議の
開催

新型コロナウイルスに関する各局の対応状
況や課題等について確認し、今後の対応方
針等について検討・決定

危機管理室 危機管理課 〇 〇 あり あり

危機警戒本部設置に伴う
対応

・県や関係機関、関係課等と連携を図り、
新型コロナウイルスに関する情報を収集
し、庁内周知を行うとともに、必要な事項
に係る対応を行った。
・必要に応じ危機連絡会議等を開催

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

危機対策本部設置に伴う
対応

・県や関係機関、関係課等と連携を図り、
新型コロナウイルスに関する情報を収集
し、庁内周知を行うとともに、必要な事項
に係る対応を行った。
・必要に応じ本部会議を開催した。

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

新型インフルエンザ等対
策本部設置に伴う対応

・国により緊急事態宣言が発令された場
合、直ちに本部を設置し、必要に応じ本部
会議を開催
・県や関係機関、関係課等と連携を図り、
新型コロナウイルスに関する情報を収集
し、庁内周知を行うとともに、必要な事項
に係る対応を行った

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

市の体制
（情報連絡体制の強化又
は警戒体制の指示に伴う
対応）

・県や関係機関、関係課等と連携を図り、
新型コロナウイルスに関する情報を収集
し、庁内周知を行った。
・必要に応じ危機管理連絡本部会議等を開
催

危機管理室 危機管理課 〇 〇 あり あり

行動計画、対応マニュア
ルの作成

・特措法の規定に基づき行動計画を作成
・行動計画を踏まえ、対応マニュアルを作
成

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

事業及び施設等の取り扱
いに係るガイドライン作
成

事業及び施設等の取り扱いに係るガイドラ
インを作成し、事業や出張及び市有施設の
使用について方針を規定

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 なし なし

庁内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

・各局区等へ国・県からの各種通知や本市
の方針等について伝達
・事業及び施設等の取り扱いに係るガイド
ラインを作成し、施設等における感染防止
対策等を推進

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 あり あり

担当局 担当課
事業名

(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

・市内における感染状況等を
踏まえ当該会議を開催し、今
後の対応方針等を検討・決定
し、適切な対応であった。

― ―

初動の対応方針等を検討・決
定する重要な会議体であるた
め、今後も適切に開催、運営
していく必要がある。

・市内における感染状況等を
踏まえ警戒本部を設置し、必
要に応じ危機連絡会議等を開
催するなど、適切な対応で
あった。
・国において、新たな発生段
階の定義を用いたため、それ
に倣い対応にあたった。

行動計画に定められた発生段
階の定義に当てはめることが
できない状況が継続した。

国及び県において発生段階を
明確に示さなかった。

・県内感染期を見据え、今後
の方針や感染症対策を検討す
る上で、危機連絡会議等は重
要な会議体であるため、今後
も適切に開催、運営していく
必要がある。
・発生段階については、行動
計画の規定にとらわれること
なく、国の方針に基づき柔軟
に対応していく必要がある。

・緊急事態解除宣言が発令さ
れた後、遅滞なく新型インフ
ルエンザ等対策本部を廃止し
て、危機対策本部へ移行し、
感染症対策を継続した。
・国において、新たな発生段
階の定義を用いたため、それ
に倣い対応にあたった。

・本部会議を開催するにあた
り、準備から開始までの時間
に余裕がないため、会議資料
の調製に苦慮した。
・行動計画に定められた発生
段階の定義に当てはめること
ができない状況が継続した。

・県本部会議と本市本部会議
の間隔がタイトなため、資料
編成時間に余裕がなかった。
・国及び県において発生段階
を明確に示さなかった。

・国内の感染状況や動向に注
視し、適切な体制で対応を継
続。会議運営については、資
料編成時間を一定程度確保す
るため、会議開催時間を調整
する必要がある。
・発生段階については、行動
計画の規定にとらわれること
なく、国の方針に基づき柔軟
に対応していく必要がある。

緊急事態宣言が発令された
後、直ちに体制を移行し、本
部運営についても適切であっ
た。

本部会議を開催するにあた
り、準備から開始までの時間
に余裕がないため、会議資料
の調製に苦慮した。

県本部会議と本市本部会議の
間隔がタイトなため、資料編
成時間に余裕がなかった。

国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継
続。会議運営については、資
料編成時間を一定程度確保す
るため、会議開催時間を調整
する必要がある。

県や関係各局と連携を図り情
報を収集し、対応状況一覧を
活用し全庁的に情報の共有が
図れた。

― ―

感染防止対策を行う上で、庁
内の情報共有は重要であるこ
とから、感染症発生初期から
情報連絡体制の強化は必要で
ある。

新型コロナウイルス感染症が
発生する以前より、行動計画
及び対応マニュアルの整備は
完了し、当該感染症への対応
に活用できた。

行動計画で想定していた対策
では対応できない事案があっ
た。

特措法制定後、これまで行動
計画が適用されたことがな
かったため、行動計画の運用
とそれに基づく検証がなされ
ていなかったことが原因と考
えられる。

・行動計画の作成から5年が経
過しているため、今回の対応
状況や事後検証で抽出された
課題等を踏まえ、記載内容を
見直す必要がある。
・行動計画の修正は、国や県
の動向を踏まえる他、有識者
の見解等を反映させる必要が
あるため、修正に一定の時間
を要する。

国の対応方針及び市内の感染
状況を踏まえ適宜見直しを図
り、一定の基準を全庁へ示す
ことができた。

当室で全ての市民利用施設の
運営状況や事業を把握するこ
とができないため、各局及び
市民からの問い合わせ対応に
苦慮した。

施設により運用形態や状況が
異なるため、全施設統一的な
対応（制限）とすることは不
可能。

・市施設の取り扱いに関する
部分を作成・修正する場合
は、市民利用施設を所管する
局と連携を図り、意見要望等
を聴取した上で作成する必要
がある。
・市施設の取り扱いに関する
部分については、市民利用施
設を所管する局間で協議し作
成することが望ましい。

国からの基本的対処方針や事
業及び施設等の取り扱いに係
るガイドライン等を適宜庁内
へ周知し、適切な対応であっ
た。

国等からの通知が県等複数の
ルートで送付され、整理共有
に時間を要した。

―

今後も感染状況に応じた方針
等が国や県から通知された際
は、遅滞なく全庁へ通知し、
所管業務の安定的実施を図
る。

事業に対する評価等
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

所管業務の安定的実施の
ための体制整備、対応方
針の検討、実施

・業務の優先度設定や事業の見直しを行っ
た。
・窓口における市民対応や業者等との打ち
合わせにおける感染防止対策の検討、実施
・職場における感染防止対策の検討、実施
・感染予防対策の徹底を周知
・新型コロナウイルスに係る必要情報を共
有

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

感染流行地における所管
事業の取り扱い

事業及び施設等の取り扱いに係るガイドラ
インを作成し、流行地における事業や出張
等について制限

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 あり あり

市内における事業の取り
扱い

感染防止対策のため、6.12総合防災訓練
「防災関係機関等連携実動訓練」を中止

危機管理室 危機管理課 〇 〇 あり あり

庁内における業務状況の
把握

庁内の対応状況を取りまとめ、対応状況一
覧（新型コロナウイルス感染症への対応等
について）を定期的に更新し庁内へ周知

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

国、県及び関係機関との
協力体制

・県との連携を強化し相互に情報を共有
・仙台市医師会へサージカルマスクを提供

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

職員に対する研修等
危機管理室内の職員に対し新型インフルエ
ンザ等に係る研修会を実施

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

事態推移の記録
各局区等に対し、対応状況等について報告
を求めた。

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

対策の事後検証 全庁へ感染症対策の実施状況について照会 危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

【緊急事態解除宣言時の
措置】
実施体制の変更、移行

国が緊急事態解除宣言を行った後、遅滞な
く仙台市新型インフルエンザ等対策本部を
廃止し、仙台市危機対策本部へ移行

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

継続的な情報提供
感染状況や感染症対策等について、市HPや
各種媒体を利用し、継続的かつわかりやす
く情報を提供

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

・当該感染症対応や自然災害
対応を最優先業務とし、適切
に見直しを図ることができ
た。
・マスクの着用や手指消毒ア
ルコールの設置、社会的距離
の確保等、基本的感染対策を
検討し、庁内に徹底を図ると
共に室内各課の感染防止対策
は適切であった。
・委託業者等の外部への対応
については、Web会議や書面会
議等を活用し、感染リスクの
低減に努め、適切な対応で
あった。

基本的感染対策を実施する上
で、マスクや手指消毒アル
コールの備蓄が充分ではな
かったことから、備蓄数の見
直しを図る必要がある。

・中国の輸出制限により、国
内の衛生用品が不足
・主として職員及び来庁者用
に備蓄していた本市のマスク
を臨時的に医療従事者や福祉
施設等へ提供したことによ
る、備蓄数の減少（行動計画
やマニュアルでは想定してい
なかった対応）

医療従事者や社会福祉施設、
教育機関や妊婦等へのマスク
等衛生用品の確保手法や本市
における備蓄数等について整
理する必要がある。

ガイドラインの作成により、
感染流行地域等における事業
や出張について概ね適切に制
限することができた。

流行地の定義や出張の取り扱
いに係る判断に苦慮した。

当該ガイドライン作成当初、
国や県において明確な基準が
示されず、本市独自の方針で
あったことによるもの。

今後、ガイドラインを修正す
る場合、国及び県の基準を反
映させ、統一を図る。

感染防止対策として、訓練の
中止は適切な対応であった。

― ―

今後も、複数の人が集まる大
規模な事業は、感染のリスク
を考慮し、適切に判断してい
く必要がある。

・対応状況一覧を活用し、各
局区等の対応状況を適切に把
握することができた。
・対応状況一覧を定期的に更
新し、全庁への周知を適切に
行うことができた。

― ―

各局区等の対応状況を把握す
る上で、当該資料の作成は必
要であることから、適宜更新
する必要がある。

・県担当部局と連携を図り、
情報連絡体制及び情報共有を
適切に行えた。
・仙台市医師会へのマスクの
提供や医師会長の本部会議出
席等、関係機関と連携した対
応を行うことができた。

― ―
今後も引き続き関係機関と連
携を図り、協力体制を維持し
ていく。

新型インフルエンザ等に係る
研修会を毎年実施することに
より、室内職員に対する意識
付け及び法体系や本部運営等
に係る基礎知識の普及を図る
ことができた。

― ―

今年度以降の研修会では、新
型コロナウイルスに関する対
応状況等についても研修内容
に盛り込み、室内職員の基礎
知識の向上を図る。

対応状況一覧の作成により、
国・県及び庁内の対応状況を
記録することで、時系列で各
取り組みを把握することがで
きた。

― ―

事態推移の記録は、対応状況
の把握及びこれまでの対策を
振り返る上で重要な基礎資料
となることから、今後も継続
して実施していく。

当該感染症の第二波に備える
上で、これまでの対策につい
て検証することは重要であ
り、適切な時期に照会を行う
ことができた。

― ―

各局から示された事業等を取
りまとめ、効果的事業や課題
等を洗い出し、第二波に備え
検証作業を行っていく。

緊急事態解除宣言を受け、遅
滞なく仙台市新型インフルエ
ンザ等対策本部を廃止し、仙
台市危機対策本部へ移行する
ことができた。

― ―

国において再度緊急事態宣言
が発令された場合には、仙台
市危機対策本部を廃止し、直
ちに仙台市新型インフルエン
ザ等対策本部を再度設置し、
適切に本部を運営していく。

広報課や健康福祉局等の関係
各課と連携し、当該感染症に
係る情報を仙台市HPや危機管
理室Twitterを活用し、リアル
タイムで継続的に情報を発信
することができた。

市内で複数の感染者が発生し
た3月末から4月にかけて、多
数の市民から、感染者情報の
具体的な情報開示について、
危機管理課に対し問い合わせ
が殺到し、対応に苦慮した。

感染者情報の公表にあたって
は個人情報保護に十分留意す
る必要があり、担当課以外で
問い合わせ当に対応するのは
限界がある。

・感染症対策やその他必要な
情報発信については、各種媒
体を活用し情報発信を継続し
ていく。
・感染者情報の問い合わせに
ついては、全て保健所（健康
安全課）へ依頼する。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

情報共有
感染者の情報や本市対応状況等について宮
城県とリアルタイムで情報共有を実施

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

コールセンター等の対応
状況の把握等

コールセンター等の設置、対応状況等につ
いて健康福祉局から情報の提供を受けた。

危機管理室 危機管理課 〇 〇 あり あり

（職員に対する）個人、
地域、職場における対策
の普及

マスク着用・咳エチケット・手洗い・人込
みを避ける等の基本的な感染対策の普及を
図った。

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 あり あり

市内におけるまん延防止
対策、感染対策

各種広報媒体を活用し市民や事業者等へ注
意喚起を実施

危機管理室
危機管理課
減災推進課

〇 〇 〇 〇 あり あり

患者及び濃厚接触者への
対応準備、対応等

感染者及び濃厚接触者への対応状況につい
て、健康福祉局より情報を収集

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 あり あり

水際対策
仙台国際空港㈱より随時情報の提供を受け
た。

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

市職員に対する特定接種
の体制構築

市職員等の特定接種対象者を確認するとと
もに、事前に接種対象リストを作成

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

市立の学校等における対
応

教育局等の関係局より、対応状況一覧の更
新報告にて対応状況を把握（学校対応や保
護者への通知、臨時休業等）

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 あり あり

市所管の社会福祉施設に
おける対応

健康福祉局等の関係局より、対応状況一覧
の更新報告にて対応状況を把握（衛生用品
の提供等）

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

物資及び資材の備蓄 マスク及び感染防護服の備蓄 危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり

火葬能力の把握、遺体の
火葬・安置

火葬場の稼働状況、関係団体との協定に基
づく対応体制、一時遺体安置所の運用状況
等について健康福祉局より情報を収集

危機管理室 危機管理課 〇 〇 〇 あり あり

こころのケア対策
精神保健福祉総合センターより、対応状況
一覧の更新報告にて対応状況を把握（ここ
ろのケア啓発リーフレットを作成）

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

県内の感染者情報の他、本部
会議に係る情報や各種対応状
況等あらゆる情報について、
宮城県と相互に連携し、適切
な情報共有を行うことができ
た。

― ―

感染症対策を講じる上で宮城
県からの情報は必要不可欠で
あることから、今後もリアル
タイムで情報を共有する必要
がある。

コールセンター及び帰国者接
触者相談センターの設置状況
及び対応状況について一定の
情報提供はあった。

コールセンター及び帰国者接
触者相談センターへの問い合
わせは日々殺到するような状
況であり、定期報告を受ける
ことは難しい状況にあった。

センターの業務が繁忙であ
り、定期に報告することは難
しいと考える。

コールセンター及び帰国者接
触者相談センターの設置開始
や重要事案が発生した場合に
は当課への報告を必要とする
が、センターの業務状況を考
慮した場合、日々の業務状況
についてはこれまで通り報告
不要と考える。

マスク着用、手洗い、手指消
毒アルコールの設置、出勤時
の検温等、基本的感染対策の
普及は適切であった。

― ―
新しい生活様式の普及及び実
践を継続する。

仙台市HP及び危機管理室
Twitter、仙台ライフライン
ネットワークシステム災害情
報メーリングリスト等を活用
し、注意喚起や感染症対策に
ついて幅広く周知を行うこと
ができた。

― ―

危機管理室で運用する各種広
報媒体を活用し、市民や事業
者等へ引き続き感染症対策等
について周知を図る。

感染者及び濃厚接触者への対
応状況について、健康福祉局
よりリアルタイムで情報を収
集し、状況把握に努め、危機
管理室Twitterを活用した市民
広報を行うことができた。

― ―

健康福祉局との連携体制を維
持し、感染者等の情報収集及
び市民にとって有益な情報の
積極的発信に努める。

仙台国際空港㈱より情報の提
供を受けるとともに、関係部
局へ当該情報を適切に共有し
た。

― ―

仙台国際空港㈱との連携体制
を維持し、提供を受けた情報
は関係部局へ速やかに展開す
るよう努める。

公務員分野における特定接種
対象者についてリストを作成
し、特定接種管理システムへ
登録済みであり、体制構築は
適切であった。

― ―

今後、国においてワクチンが
開発された場合、システムへ
登録された者は、国の方針に
従い特定接種を行う必要があ
る。

市立学校等おける対応につい
て、教育局等の取り組み状況
を把握するのみで、当課で対
応する事項は特段発生しな
かった。

― ―

市立学校等おける対応につい
て、教育局等の取り組み状況
を適切に把握し、必要に応じ
各種広報媒体を活用し情報発
信を行う。

市所管の社会福祉施設におけ
る対応について、健康福祉局
等の取り組み状況を把握する
のみで、当課で対応する事項
は特段発生しなかった。

― ―

社会福祉施設における対応に
ついて、健康福祉局等の取り
組み状況を適切に把握し、必
要に応じ各種広報媒体を活用
し情報発信を行う。

・毎年計画的にマスク及び防
護服を購入し、一定の備蓄は
行えていた。
・寄贈を受けたマスクや非接
触型体温計について、市民や
団体への提供に係る調整を適
切に行うことができた。

・一時、マスクの在庫が不足
し、窓口対応職員等業務上マ
スク着用が必要な職員へ配布
することができない状況に
陥った。
・マスク等衛生用品の寄贈に
ついて、担当部局を定めてい
ない状況である

・備蓄の目的（市民及び職員
へ配布）とは異なる用途（マ
スクを医師会へ提供）によ
り、一時期はマスクの備蓄数
が不足する状況にあった。
・行動計画や対応マニュアル
に寄贈に係る記載がなく想定
していなかった。

・市民や職員への配布の他、
医療従事者や社会福祉施設へ
の提供等を考慮し、マスクを
備蓄する必要がある。
・必要備蓄枚数については今
後検討する必要がある。
・行動計画及び対応マニュア
ルへ「衛生用品等の寄贈」に
ついて追記し、担当・業務内
容の明記が必要である。

健康福祉局（保険管理課）よ
り情報を収集し、対応状況を
把握

― ―
健康福祉局（保健管理課）と
の連携体制を継続し情報収集
に努め、対応状況を把握

こころのケア対策について、
各局の取り組み状況を把握す
るのみで、当課で対応する事
項は特段発生しなかった。

― ―

こころのケア対策に係る対応
について、健康福祉局等の取
り組み状況を適切に把握し、
必要に応じ各種広報媒体を活
用し情報発信を行う。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

防犯対策
消費生活センターより、対応状況一覧の更
新報告にて対応状況を把握（悪徳商法等に
係る注意喚起の実施）

危機管理室 危機管理課 〇 〇 あり あり

市民への支援対策
市民局、経済局等の関係局より、対応状況
一覧の更新報告にて対応状況を把握（給付
金や貸付け、衛生用品支援等）

危機管理室 危機管理課 〇 〇 あり あり

臨時コールセンター
※行動計画・マニュアルに記
載なし

緊急事態措置に関するコールセンターを危
機管理室執務室へ臨時で設置

危機管理室 危機管理課 〇 なし なし

事業者への支援対策

・緊急事態措置に関するコールセンターを
危機管理室執務室へ臨時で設置し、支援対
策についての問い合わせに対応
・経済局等の関係局より、対応状況一覧の
更新報告にて対応状況を把握（協力金や減
免、貸付け等）

危機管理室 危機管理課 〇 あり あり

避難所等への感染症対策
物資の配備

各避難所等へ、避難所開設時に必要となる
感染症対策物資（アルコール手指消毒剤、
ハイター、使い捨て手袋、マスク等）を配
備

危機管理室 防災計画課 〇 なし なし

避難所運営マニュアル
（別冊）の作成

避難所における新型コロナウイルス感染症
対策について、従来の避難所運営マニュア
ルに追加する事項を整理し、マニュアル別
冊として作成。各地域での事前協議や地域
版避難所運営マニュアルへの反映を推進

危機管理室 防災計画課 〇 なし なし

説明会の実施
避難所担当課及び各区の連合町内会長を対
象とした避難所における感染症への対応に
ついての説明会を実施

危機管理室 減災推進課 〇 なし なし

情報提供
ホームページや市政だよりなど、各種媒体
を活用して新型コロナウイルス感染症に関
する情報提供を行った。

総務局 広報課 〇 〇 〇 〇 あり あり

組織横断的な対策推進体
制の整備

・総務局新型コロナウイルス感染症対策調
整担当局長の新設（指揮下に担当部長・担
当課長・担当者を配置）
・関連する部局の次長等に対し、総務局と
の兼務発令（新型コロナウイルス感染症対
策調整担当）

総務局 人事課 〇 なし なし

繁忙部署への応援体制の
構築

・保健所の体制強化
・特別定額給付金の支給に向けた体制整備
（市民局）
・緊急経済対策の実施に向けた体制整備
（経済局）

総務局 人事課 〇 〇 あり なし

感染拡大防止に向けた服
務管理

職務専念義務免除の対象範囲拡大及び庁内
周知

総務局 人事課 〇 〇 〇 なし なし

感染拡大防止に向けた職
員情報管理

感染・感染疑の職員情報の集約管理・庁内
共有

総務局 人事課 〇 〇 〇 なし あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

本部運営や感染症対策に忙殺
され、消費生活センターの取
り組み状況を把握するのみと
なってしまった。

当課からの呼びかけ・注意喚
起を行うことはなかった。

消費生活センターとの連携が
希薄であった。

消費生活センターとの連携を
強化し、積極的な情報収集及
び危機管理室Twitterを活用し
た情報発信を行う。

給付金や貸付け等の支援策に
ついて、各局の取り組み状況
を適切に把握

― ―

市民局や経済局等の関係局区
と連携を図り、取り組み状況
を適切に把握し、必要に応じ
各種広報媒体を活用し情報発
信を行う。

コールセンターの臨時設置に
あたり、危機管理課職員全員
で対応することで一定の対応
ができた。

急な設置決定となり、事前準
備が十分にできなかった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかった
もの。

当該内容に係るコールセン
ターを設置する場合の担当部
局や電話回線の設定等事前の
ルール作りや、行動計画への
追記が必要である。

コールセンターの臨時設置に
あたり、危機管理課職員全員
で対応することで一定の対応
ができた。

急な設置決定となり、事前準
備が十分にできなかった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかった
もの。

行動計画及び対応マニュアル
の「事業者への支援対策」中
に追記が必要である。

避難所担当課の協力を得て迅
速に配備を行うことができ
た。

流通量の不足により避難所１
か所あたりの配備数量が限ら
れたものとなってしまった。

衛生用品に対する市場全体の
需要増加により流通量が不足
しているもの。

流通状況の回復に応じて配備
数量や備蓄方法の検討を行う
必要がある。

暫定的な内容であるが、必要
な対策事項を整理し、公表す
ることができた。

・国の通知や、県から示され
るガイドライン等、新たな情
報や知見等が引き続き示され
ている。今後も定期的に見直
しを図り、周知とともに各地
域と事前協議を行い、マニュ
アルに反映させる必要があ
る。
・避難所の密集を避けるレイ
アウトの工夫や、新たな避難
先の確保と運営体制の整理等
も課題である。

・令和2年5月時点の情報・知
見等を速成的にまとめた暫定
資料であるため（例：非接触
型体温計等の記載が欠けてい
る）。

・必要応じ見直しを図り周知
するとともに、各地域と事前
協議を行い、マニュアルに反
映させる必要がある（反映状
況を各避難所担当課へ照会予
定）。
・指定避難所以外の避難所
（補助避難所、ホテル・旅
館・研修施設等）の確保・活
用について、引き続き調整に
取り組む。

避難所担当課及び連合町内会
に対し、避難所における感染
症対策について周知を行うこ
とができた。

説明会は避難所担当課及び各
区の連合町内会を対象として
おり、全市向けに周知を図る
必要がある。

説明会会場の3密対策によるも
の。

地域住民に対し説明会の開催
等による周知の徹底を図って
いく。

新型コロナウイルス感染症患
者発生時には会見のライブ配
信を行うなど、リアルタイム
での情報の発信に努めた。ま
た、ホームページの情報を随
時最新のものに更新している
ほか、市政だよりなど各種媒
体を通じて必要な情報を提供
した。

ホームページが見にくい、必
要な情報が探しにくい、と
いった声が寄せられた。

特設ページに掲載する情報量
の増加が大きな原因と考えら
れる。特設ページをリニュー
アルし、レイアウト等を工夫
するなどして分かりやすい情
報発信に努めた。

引き続き、ホームページをは
じめ各種媒体を通じて適時必
要な情報提供に努める。

新型コロナウイルスの影響は
各分野に及ぶため、全庁的な
調整を行う担当を配置するこ
とにより、効果的・効率的な
事業展開に資することができ
た。

必要な人員を確保するため
に、庁内で欠員状態となる部
署を出さざるを得なかった。

年度途中の異動については、
純増の場合、採用による正職
員補充ができない。

緊急時の新たな組織や担当を
設置するには、通常の異動と
同様の調整で進めることは困
難であり、通常時とは異なる
進め方の検討が必要

繁忙部署に職員を手当するこ
とにより、業務執行体制を強
化することができた。

各局区より人員が捻出できた
が、事業を停止しない中での
人員捻出には限界がある。ま
た、専門職の人員確保は困難
を極めた。

年度途中の異動については、
純増の場合、採用による正職
員補充ができない。

今後、対応に多数の人員が必
要となる場合には、第１波と
は異なる人員捻出の新たな手
法も検討が必要。また、不急
の事業を停止することによる
人員配置の見直しを適時に行
うことも検討が必要

感染の疑いのある職員や感染
の疑いのある子の世話をする
職員等の職務専念義務を免除
することにより、感染拡大防
止につながった。

職免の対象者が分かりにく
かった。また、実態と合わせ
て、どの職員まで職免とする
ことが感染防止になるか判断
が困難であった。

感染状況が地域によって異な
る中で、都度、国に合わせて
職免対象となる職員を拡大す
ることとなったため。

国の制度に準拠しつつも、本
市の状況に合わせた職免の対
象範囲を判断することが必要

感染の疑いのある職員の情報
を集約し、庁内に共有するこ
とにより、感染が判明した場
合の対応に係る事前準備を進
めることができた。

所属によっては、PCR検査の受
検後まで報告がないなど、庁
内の周知徹底に課題があっ
た。

服務に関する通知等により周
知を図ったが、十分に浸透し
ていなかった。

感染疑い者が多数発生する場
合に備え、報告様式を検討す
る。また、効率的な情報伝達
の流れを整理することが必要
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

業務継続に向けた準備に
ついての周知

庁内通知（危機管理室と連名） 総務局 人事課 〇 あり あり

時差出勤の実施
国内での新型コロナウイルス感染症発生を
受け、感染拡大防止のため、勤務時間の弾
力的な設定を可能とした。

総務局 労務課 〇 〇 〇 なし なし

休憩時間の分散取得
国内での新型コロナウイルス感染症発生を
受け、感染拡大防止のため、休憩時間の弾
力的な設定を可能とした。

総務局 労務課 〇 〇 なし なし

市内での感染対策 職場における感染対策の徹底を要請 総務局 厚生課 〇 〇 あり あり

市内での感染対策
事業所（委託事業者）に感染対策の徹底を
要請

総務局 厚生課 〇 〇 あり あり

職員研修のプログラム・
実施手法の見直し
※行動計画・マニュアル
に記載なし

感染拡大防止のため、年度当初の集合研修
は、延期もしくは中止とした。延期した研
修については、プログラムの変更や時間短
縮、少人数での分散化など、感染予防対策
を講じたうえで実施した。
また、外部講師の招聘が困難な研修は、動
画を活用した集合研修として実施した。

総務局 職員研修所 〇 〇 〇 なし なし

政府及び関係機関からの
情報収集

新型コロナウイルス感染症に関する情報に
ついて情報収集を行い、入手した情報を関
係局へ提供

総務局 東京事務所 〇 〇 〇 なし なし

仙台ふるさと応援寄附を
活用した寄附金の募集

幅広い財源を確保するといった観点等か
ら、仙台ふるさと応援寄附を通じた寄附金
を募集

財政局 財政企画課 〇 〇 なし なし

管理施設における感染防
止対策

・各庁舎出入口への消毒用アルコールの設
置や、感染予防対策を啓発する庁内放送を
実施
・市民のへや等の利用休止
・エレベータ操作パネルや手すり等の消毒
の実施、警備業者の戸締り徹底等強化、出
入り業者等へのマスク着用指示
・庁舎内において感染者の発生が確認され
た場合、執務室等の消毒を実施

財政局 庁舎管理課 〇 〇 〇 なし あり

個人市県民税の申告期限
の延長及び法人市民税・
事業所税の申告納付期限
の延長

所得税の確定申告期限が延長されたことを
受け、個人市県民税の申告期限を同様に延
長（令和2年4月16日に終了）
新型コロナウイルスの影響により期限内に
申告ができない場合、法人市民税・事業所
税の申告納付期限を延長

財政局
市民税企画
課

〇 〇 〇 なし なし

65



評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

感染又はその疑いのために職
員が出勤できなくなった場合
の対応を想定し準備しておく
よう、庁内に注意喚起するこ
とができた。

業務を停止するかどうかの判
断を誰がどのように行うかが
明確になっていない。

策定済の災害対応用のBCPで
は、職場の職員が全員出勤で
きないという事態が想定され
ていない。

不急の事業を停止するという
判断を誰がどのように行うの
か、全庁的な整理が必要

５月平均として、全体で４割
程度の職員が利用しているこ
とから、一定程度、接触機会
の低減の効果があったと考え
られる。

緊急事態宣言の対象区域に指
定されたことを受け、各グ
ループ1/3ずつとなるよう職員
の実施割合の目安を設定した
が、業務上の事情等もあって
目安に沿った分散化には繋が
らなかった。

窓口対応や打合せ等の業務上
の必要性や育児・介護等の個
人の事情等を理由として、多
くの職場にて大きく勤務時間
をずらすことは難しかったも
のと考えられる。

国の方針や本市の感染状況等
を踏まえた上で、実施の内容
及び継続の判断を行う。

利用状況のデータはないもの
の、一定程度、接触機会の低
減の効果があったと考えられ
る。

― ―
時差出勤の継続・終了と併せ
て継続・終了の判断を行う予
定

感染予防策の徹底や相談・受
診の目安について庁内に周知
し、一定の対応ができた。

周知のタイミングや頻度の見
極めが難しかった。

周知時期や頻度についてもあ
る程度想定しているとよい。

国内の感染状況や動向を注視
し、引き続き適切な内容やタ
イミングで周知を図る。

感染予防策の徹底や相談、本
市への報告について委託事業
者に周知し、一定の対応がで
きた。

要請する内容の程度につい
て、検討を要した。

事業者と十分な協議の上、理
解を得ながら協力し、対策を
推進する必要がある。

国内の感染状況や同業者の動
向を注視し、引き続き適切な
内容やタイミングで周知を図
る。

・年度当初に受講することが
望ましい階層（新規採用や昇
任、昇格時等）を対象とした
研修を実施することができ
た。
・感染予防対策を取ること
で、受講者が安心して受講で
きる環境を整えることができ
た。

・会場の分散化により、研修
日数が大幅に増加したため、
会場の確保及び人員体制に苦
慮した。
・集合・グループワーク型で
の効果が高い研修実施につい
ては、課題がある。
※以下全庁的課題として
（個別学習でのｅラーニング
導入やオンライン研修を検討
するにあたり、全庁的なＩＣ
Ｔ環境の整備が必要であると
感じた。）

少人数での実施を想定してい
ないことや、集合によらない
研修手法の検討が進んでいな
かった。

研修プログラムの見直しや会
場の分散化を行うとともに、
ｅラーニングなどの新たな手
法の導入を検討する。

適切な対応ができた。
情報提供先が不確定で、対応
に苦慮した時期があった。

国内発生初期のうちに情報提
供先確認を想定していなかっ
たもの。

継続して情報収集を行い、必
要な情報を関係課へ提供して
いく。

令和2年5月より「新型コロナ
ウイルス感染症対策」を寄附
メニューに追加し、寄附金を
募集することができた。

― ―

感染状況や経済状況等に応じ
て、新型コロナウイルス感染
症対策のための寄附金の募集
の継続・終了を判断する。

・各委託業者等に対し、感染
予防措置に関する通知を行っ
た。
・本庁舎、北庁舎、上杉分庁
舎で庁内放送を開始。なお、
消毒用アルコールは従前から
設置済
・施設等の取り扱いに係るガ
イドラインの改訂に合わせて
市民のへや、ギャラリー2の利
用を休止
・感染者が発生した際には関
係部署等と連携しながら、業
者委託により執務室等の消毒
を実施

・委託業者等への指示を行う
適切な時期の判断
・施設の利用休止等を判断す
る基準の明確化
・感染者が発生した場合の消
毒範囲の確定や消毒用アル
コールの調達、確保

・感染拡大の見極めが困難で
あることに加え、専門的知見
に乏しい。

・各委託業者等に対し引き続
き指示の徹底を行う。
・今後の感染拡大の状況や、
類似施設の対応状況を見なが
ら、更なる感染症対策や市民
のへやの再休止の検討を行
う。
・感染防止に必要な物品の適
切な在庫管理を行い、安定調
達に努める。

個人市県民税の申告期限の延
長については、所得税の確定
申告と個人市県民税の申告は
密接不可分な関係であり、所
得税と同様の取扱いとした。
法人市民税における対応につ
いては、法人税における期限
延長対応に連動。事業所税に
おける対応については、納税
者の事情に応じて柔軟に対応
した。

国税における対応を踏まえる
必要があることから、事前の
準備が困難

制度上、国税における対応に
連動せざるを得ないもの。

国税における対応について早
期に情報収集して対応する。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

市税の徴収猶予の特例
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納
期限が到来する市税を納期限の翌日から1年
間徴収猶予する。

財政局 徴収対策課 〇 〇 なし なし

郵送申請可能な手続きの
周知

郵送申請可能な手続きを、ホームページに
より周知する。

市民局 戸籍住民課 〇 なし なし

情報提供

町内会長、コミュニティセンター運営委員
会に対して、文書で最新の本市ガイドライ
ンの内容を周知するとともに、感染拡大防
止のため地域の活動等についてもそれに準
じた対応を要請する。

市民局
地域政策課
各区まちづ
くり推進課

〇 〇 あり あり

施設の使用制限等要請

本市のガイドライン等に基づく臨時休館や
再開等の対応の検討を行うとともに、所管
施設の関係者等と実施体制等について、協
議し要請する。

市民局 地域政策課 〇 〇 〇 あり あり

施設の使用制限等要請
（サーマルカメラの導
入）

市民会館を含めた文化センター7施設のホー
ルにサーマルカメラ等を導入し、イベント
の主催者等を支援する。

市民局
地域政策課
男女共同参
画課

〇 あり あり

仙台市「女性への暴力相
談電話」の臨時開設
※行動計画・マニュアルに記
載なし

通常祝日は実施をしていないものの、ゴー
ルデンウィーク期間中の配偶者暴力相談に
対応するため、5月4日から6日に相談電話を
臨時で開設

市民局
男女共同
参画課

〇 なし なし

妊娠中の女性労働者への
配慮通知等の情報提供
※行動計画・マニュアルに記
載なし

宮城労働局と連名で、厚生労働省発出の妊
娠中の女性労働者への配慮等に関する通知
を仙台市働く女性の活躍推進協議会の７団
体及びせんだい男女共同参画財団のメーリ
ングリスト登録団体等に対して情報提供

市民局
男女共同
参画課

〇 なし なし

特別定額給付金

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意
しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家
計への支援を行う（給付額：給付対象者1人
につき10万円）。

市民局 市民生活課 〇 〇 なし なし

地域の防犯対策
全校児童生徒を対象とした臨時休業の措置
を受け、地域安全運動に関する対応につい
て、防犯協会に通知

市民局 市民生活課 〇 あり あり

臨時休校及び学校再開時
の仙台市交通指導隊の出
動
※行動計画・マニュアルに
記載なし

仙台市交通指導隊 市民局
自転車交通
安全課

〇 〇 〇 なし なし

悪質商法等への注意喚起
HP及びメール、チラシ等により悪質商法等
への注意喚起情報を発信する。

市民局
消費生活
センター

〇 〇 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

新型コロナウイルス感染症の
影響があり一時に納税できな
い納税者を徴収猶予とするこ
とで、影響を受けている納税
者へ適切な税制上の措置を
行った。

法整備が施行の直前となって
いたため対応に苦慮した。

法案の提案時期が施行直前で
あったため。

広報の充実等、納税者への申
請勧奨を進めていく。

戸籍・住民課業務以外に税証
明や保健福祉関係の手続きと
合わせて周知することができ
た。

法律等で郵送申請が認められ
ていないものについて、市民
からの問い合わせがあった。

郵送申請ができないものにつ
いて周知ができていない。

今後も市民が必要とする情報
をわかりやすく周知するため
に、ホームページの見直しを
行っていく。

地域政策課、各区まちづくり
推進課で連携し、3月初めから
計6回にわたり、ガイドライン
改訂に合わせて速やかな周知
ができた。

ガイドライン改訂後、速やか
に通知を発出する必要がある
ため、急な発出準備作業によ
る各区等の業務負担が大き
い。

ガイドラインの改訂内容・タ
イミング等が事前にあまりわ
からず、公表されてから動き
始めることが多いため。

ガイドライン改訂時期等の見
通しに関する情報の収集を行
う。

イベント中止等に係る市民利
用施設使用料の全額返金（2月
20日～）、市民利用施設の一
部休止（3月5日～）、臨時休
館（4月11日～）、施設の再開
（6月1日～）とガイドライン
の改訂等に基づき適切に対応
ができている。

ガイドラインの改訂内容等の
情報が発出間際に周知される
為、対応の検討から所管施設
の関係者等との実施体制等の
構築までの期間があまりに短
く、業務の負荷が高く、担当
職員等の身体や精神面への影
響が懸念される。

ガイドラインの改訂内容・タ
イミング等が事前にあまりわ
からず、公表されてから動き
始めることが多いため。

本市が主催する事業について
は、現在、収容率や人数上限
が定められており、7月31日ま
で段階的に緩和していくとい
う状況。今後、まずは8月1日
以降の所管施設の取扱いにつ
いて、ガイドライン改訂が想
定されることから、直前の業
務負荷をできる限り軽減でき
るよう情報の収集等に努め
る。

サーマルカメラの導入につい
ては、市議会（6月）において
も一定の評価を受けている。

局単独で導入を決定できない
事項については、とりまとめ
る部署やスキームが必要では
ないか。

他局での追加補正予算におけ
る購入の情報を得て、至急調
整をはかったものであるが、
全市的な必要性や方向性につ
いて等、調整に多大な労力を
費やした。このような場合
に、とりまとめる部署やス
キームが必要ではないか。

サーマルカメラの購入し、設
置運用に向けた手続きを順次
進める。

複数件の相談が寄せられ、DV
被害に悩む女性の思いの受け
止め、助言等の対応ができ
た。

急な実施決定となり、周知期
間が短くなった。

実施の決定にあたり調整に時
間を要したもの。

DV被害の増加が懸念される場
合には、臨時の開設等につい
て関係部署等との早い段階か
らの協議が必要である。

関係機関等へ広く周知する事
ができた。

厚生労働省の発出から情報提
供までに時間がかかってし
まった。

情報収集が不足していた。
情報収集し、必要があれば情
報提供していく。

仙台市全世帯数約52万世帯に
対し、申請数約49万件、申請
数に対する審査済数約38万件
（約79％）、給付済数は約29
万世帯（約60％）（７月６日
午前時点）

一部の申請において、給付の
遅れや事務処理の不備が生じ
ている。

審査の過程で、不備と判断さ
れた申請書のリカバリーを行
う体制が整っていない。

申請の受付期限である8月26日
まで受け付けた申請書につい
て、給付事務を行う。

臨時休業措置を受けて、防犯
協会に通知を行い地域の防犯
対策の強化を行った。

防犯協会はボランティアによ
る活動である。休業要請期間
中にもかかわらず対応を要請
している状況である。

― 現状どおり。

教育委員会の臨時休校等の通
知を受け、順次交通指導隊の
出動について適切に対応し
た。

学校の臨時休業の場合の対応
がマニュアル等に規定されて
いない。

学校が臨時休業等とした場
合、交通指導隊の立哨の実施
については、学校ごとの対応
や地域の実情に応じて柔軟に
対応する必要があり、教育局
等と情報をすみやかに共有す
る必要がある。

情報収集のためのルートを策
定し、マニュアル等への記載
を検討する。

各種媒体で情報提供を行うこ
とができた。

― ― 継続して情報収集に努める。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

衛生管理体制の強化

【保護施設等】
保護施設等に対し、新型コロナウイルス感
染症の感染防止の対策として購入した衛生
用品等の購入費用及び新型コロナウイルス
感染症が発生した施設の消毒に係る費用を
補助する。
【障害福祉サービス事業所等】
障害福祉サービス事業所や医療的ケア児者
へマスク・消毒用エタノール等を配布す
る。
【高齢福祉施設等】
高齢福祉施設等へマスク・消毒液などの配
布や購入支援を実施する。

健康福祉局

保護自立支
援課、障害
者支援課、
介護事業支
援課

〇 〇 〇 〇 なし なし

住居確保給付金の支給

新型コロナウイルス感染拡大の影響による
収入の減少により、住居を失うおそれが生
じている方等を対象に、住居確保給付金を
支給する。

健康福祉局
保護自立支
援課

〇 〇 なし なし

住まいの確保緊急支援

新型コロナウイルス感染拡大の影響による
収入の減少により、住居を失った方に一時
的な生活の場を提供する「一時生活支援事
業」の実施箇所を増やすとともに、新たな
住まいの確保や地域への定着を図る。

健康福祉局
保護自立支
援課

〇 なし なし

「わんすてっぷ」による
自立に向けた生活や就労
等の支援

生活困窮者を対象としたワンストップ相談
窓口を設け、収入が減少し家計が苦しいな
どの日々の生活に関すること、仕事に関す
ることなど、専門の相談員が話を伺いなが
ら、解決に向けた提案や、解決までの支援
を行う。また、新型コロナウイルス感染症
の影響により増加する相談や新たな支援の
ニーズに対応するため、相談支援体制の強
化を図る。

健康福祉局
保護自立支
援課

〇 〇 〇 〇 なし なし

新型インフルエンザ等発
生時の要援護者等への生
活支援

高齢者、障害者等の要援護者の把握及び要
援護者への生活支援（見回り、介護、訪問
診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対
応等を行う。

健康福祉局
障害企画
課、高齢企
画課

〇 〇 〇 〇 あり あり

社会福祉施設に対する情
報提供及び感染防止対策
等の周知

国の特例措置やコロナ対応に係る留意点等
及び利用者や従業者に感染が疑われた場合
の対応等について事業者への周知を図る。

健康福祉局
障害者支援
課、介護事
業支援課

〇 〇 〇 あり あり

心のケア・自死予防（自
殺対策推進センター相談
受付電話）

民間宿泊施設に移送された無症状・軽症の
新型コロナウイルス感染症患者のメンタル
ヘルス低下を防止するための電話相談窓口
を開設する。

健康福祉局
障害者支援
課

〇 あり あり

こころのケア対策
こころのケアに関する相談の実施・こころ
のケアに関する普及啓発活動・人材育成を
含む支援者支援の実施

健康福祉局
精神保健福
祉総合セン
ター

〇 〇 〇 あり あり

障害者への情報保障
障害のある方への情報保障のため、庁内関
係課へ障害種別に対応した適切な方法につ
いて情報提供を実施する。

健康福祉局 障害企画課 〇 なし なし

就労支援事業所における
在宅就労支援事業

感染拡大防止の観点から、就労支援事業所
に通所が困難な利用者が在宅でサービス提
供を受けるため、国補助を活用し、テレ
ワーク導入にかかる整備費用等を補助す
る。

健康福祉局 障害企画課 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

【保護施設等】
保護施設やホームレス支援施
設等に対して、令和２年１月
から３月、令和２年４月から
６月までに購入した衛生用品
等の購入費用を全て補助でき
た。
【障害福祉サービス事業所
等】
市備蓄品の放出等、現場で手
に入りにくい衛生用品を配布
できた。
【高齢福祉施設等】
市備蓄品の放出のほか、国か
らの配布物品や県単位での購
入物品の配布や情報提供を行
うことができた。

【保護施設等】
３月頃から５月頃までは購入
できない、又は購入までに著
しく時間を要することがあっ
た。
【障害福祉サービス事業所
等】
マスクについて、調達から配
布までに時間がかかった。
【共通】
対応業務について事前に想定
しておらず時間的余裕がな
かったため、対応が難しかっ
た。

【保護施設等】
衛生用品への社会的な需要の
高まりにより、購入が難し
かった。
【障害福祉サービス事業所
等】
マスクについて、購入先から
配布先の事業所等へ直接納品
可能な仕組みが確立されてい
ないため。
【高齢福祉施設等】
備蓄品放出や国・県からの物
品配布はマニュアル等でも想
定がなかった。

【保護施設等】
時間は要したものの対象施
設・事業運営者においては、
必要な衛生用品が確保でき、
本市あて補助申請があったこ
とから、申請に基づいた補助
を行う。
【障害福祉サービス事業所
等】
不足が予想される用品につい
ては、今後も国による補助や
優先供給スキーム等を活用し
ながら、可能な限り配布を継
続していく。
【高齢福祉施設等】
引き続き国からの配布物品に
対応する。また、県と連携し
てニーズに応じた対応を進め
る。

家賃額を支給することで、減
収等により生活に困窮した方
が、直ちに住居を失うことを
防止できた。

国の制度改正が頻繁に行わ
れ、支給対象者の拡大や要件
緩和により支給件数が増加傾
向にある。

休業要請や経済活動自粛によ
り、想定を上回る申請件数が
発生

速やかに支給するため、会計
年度任用職員を活用し、人員
体制を強化する。

令和2年7月1日より個室10室の
居室を確保したことにより、
プライバシーにも配慮した環
境での支援が可能となった。

単なる居室確保にとどまら
ず、新たな住まいの確保や生
活面での支援も必要

一時生活支援施設や無料低額
宿泊所は常に満床に近い状態
が続いている。住まいを失っ
た方の背景は様々であり、そ
の方に応じた支援が必要

仙台市生活自立・仕事相談セ
ンター「わんすてっぷ」と連
携した支援を行いながら、次
年度以降の事業継続の必要性
や事業規模について検討す
る。

相談窓口を複数設けるととも
に、一定期間は相談業務に特
化することで、リスクを避け
ながら数多くの相談を受け、
生活困窮者の抱える様々な課
題に対応してきた。

今後の経済状況によっては新
規相談件数が増える可能性が
ある。急な離職や収入減によ
り、相談先が分からず、支援
に結びつかない方もいる。

休業要請や経済活動自粛等に
より、意図せずに生活困窮状
態に陥った方が増えた可能性
がある。

令和2年7月1日からのアウト
リーチ支援員配置により、相
談支援体制の強化が図れたこ
とから、引き続き新規相談に
も適時に対応するとともに、
訪問や同行支援のほか、関係
機関との積極的な連携によ
り、生活困窮者を早期に把握
し、適切な支援につなげてい
く。

寄せられた様々な相談に対応
し、必要な連絡調整を行っ
た。

緊急事態宣言下における要援
護者の状況把握

感染拡大防止の観点から、見
回り等による地域状況の把握
は困難であったため。

感染拡大防止対策の徹底や対
象企業等への協力依頼範囲等
の検討が必要になる。

・緊急事態宣言時の対応につ
いては、障害者支援課と介護
事業支援課で周知のタイミン
グを揃えることで、特に障害
と介護の双方を行っている事
業者に対し、円滑な情報提供
を行うことができた。
・国からの通知が集中して発
出されたため、事業者に混乱
が生じた面がある。

・事業者への迅速かつ正確な
情報提供が求められる。
・短期間に大量の情報を提供
したためＨＰが分かりにくく
なってしまった。

通知内容ごとに整理して提供
する時間的余裕がなかった。

・正確な情報提供を行うだけ
でなく、分かりやすさを意識
してＨＰを整理する。
・重要な通知や情報について
は事業所あてに個別に通知す
るなど、適切に情報提供を行
う。

民間宿泊施設の運用開始に合
わせて、患者のメンタルヘル
スの悪化に備えた体制を整備
することができた。

― ― ―

相談の利用やこころのケアの
普及啓発により、市民の不安
や抑うつ・ストレスの軽減に
繋がった。

相談体制について、今回は現
体制での対応が可能であった
が、今後、感染が大規模に拡
大し相談数が増加した場合、
現体制では対応が困難となる
ことが予測される。

感染拡大による相談数の増加
の時期や程度は予測が難し
く、感染者の推移を見ながら
体制を整えていくことが求め
られる。

感染が拡大した場合に、他事
業との兼ね合いを見ながら相
談体制の拡充について検討が
必要となる。

障害のある方への適切な情報
保障に寄与することができ
た。

障害種別に合った適切な情報
保障の具体的内容・方法に関
する庁内への周知。

各課が実施する際の情報保障
について、情報保障ガイドラ
インや研修等で周知に努めて
いるものの、職員の理解が及
んでいない面がある。

情報保障のより具体的な内
容・方法について庁内各課へ
周知する方法を検討する。

令和元年度については年度末
の短期間での実施だったが、
各事業所の迅速な対応により
適切に実施できた。

― ―
令和２年度においても、国補
助により事業を実施する見込
み。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

事業の縮小・施設の臨時
休業の措置

仙台市のガイドラインに基づき、所管施設
における事業の縮小及び休館要請を行う。

健康福祉局

社会課、障
害者支援
課、高齢企
画課、保健
管理課、健
康政策課

〇 あり あり

在宅高齢者の健康維持
市ホームページや市政だよりに加え、様々
な媒体を通して、健康維持に関する留意点
や自宅でできる体操等を紹介する。

健康福祉局
地域包括ケ
ア推進課

〇 〇 〇 なし なし

国民健康保険傷病手当金
の支給

国民健康保険の被保険者のうち、被用者
（雇用されている方。賃金を受け取って労
働に従事する方。）で、新型コロナウイル
スに感染（発熱等の症状があり感染が疑わ
れる方も含む）し、療養のため一定期間仕
事をお休みしたことにより給与等が支払わ
れなかった方等を対象として、傷病手当金
を支給する。

健康福祉局 保険年金課 〇 なし なし

国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収
入が減少した世帯等について保険料を減免
する。

健康福祉局 保険年金課 〇 なし なし

後期高齢者医療傷病手当
金の支給

後期高齢者医療の被保険者のうち、被用者
（雇用されている方や、賃金を受け取って
労働に従事する方）で、新型コロナウイル
スに感染（発熱等の症状があり感染が疑わ
れる方も含む）し、療養のため一定期間仕
事をお休みしたことにより給与等が支払わ
れなかった方等を対象として、傷病手当金
を支給する。

健康福祉局 保険年金課 〇 なし なし

後期高齢者医療保険料の
減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収
入が減少した世帯等について保険料を減免
する。

健康福祉局 保険年金課 〇 なし なし

介護保険料の減免
一定の要件に該当する被保険者を対象に、
令和2年2月から令和3年3月までに納期限が
到来する介護保険料を減免する。

健康福祉局 介護保険課 〇 あり なし

社会福祉施設における感
染している者が発生した
場合の対応

感染者の確実な休業や隔離を指示するとと
もに、感染拡大を防止する。

健康福祉局
介護事業支
援課

〇 なし あり

福祉サービスの継続支援
※行動計画・マニュアル
に記載なし

福祉サービス事業所・施設が、感染拡大防
止を徹底しながらサービス提供を継続する
ために支援する。

健康福祉局
障害者支援
課、介護事
業支援課

〇 〇 〇 なし なし

遺体の火葬・安置

火葬場の能力の限界を超える事態に備え、
火葬場の体制強化や、一時的に遺体を安置
できる施設等の確保のため、関係団体と事
前に協議するなど、体制整備を行う。

健康福祉局 保健管理課 〇 〇 〇 〇 あり あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

仙台市のガイドラインに基づ
き、施設の使用制限や休館対
応を行ったことで利用者の感
染防止が図られた。

・既利用予約者への自粛要請
時期や方法について検討が必
要。
・他の市有施設と対応が異な
る場合、市民に対しての説明
に苦慮した。

・ガイドライン3訂版から新規
利用申込の受付については中
止したが、既予約者に対する
利用自粛要請については整理
がなされていなかったもの。
・開館する基準が明確でない
ため、市民に対しての説明が
困難であるもの。

国・県・市のガイドラインに
基づき、他の市有施設の状況
を踏まえ、利用受付の制限や
自粛要請、休館等の対応を検
討する。

テレビの情報番組やフリー
ペーパー等にも取り上げて頂
き、より広く周知・広報する
ことができた。

周知・広報した留意点等につ
いて、在宅高齢者が継続して
実践できているのかが確認で
きず、効果を評価できない。

人との接触が感染拡大に繋が
ることから、防疫体制が不完
全な状態で、地域の高齢者宅
を訪問する事が困難だった。

引き続き広報を行うと共に、
衛生用品（マスク・消毒液
等）を確保した上で、可能な
範囲で訪問を再開したり、地
域と連携し生活不活発になっ
た高齢者を把握し、地域の通
いの場や介護予防教室等を通
して改善に取り組む。

国の通知に基づき迅速に条例
改正・要綱の制定を行った。

国調整交付金対象範囲の確
認、事務取扱詳細の国への確
認、後期高齢者医療との事務
取扱調整等が必要であった。

―
今のところ申請なし。制度の
周知を行っていく。

国の通知に基づき迅速に規則
改正・要綱の制定を行った。

被保険者への周知について当
初納付書にＤＭを同封するた
め短期間で対応する必要が
あった。

―

大量の申請が見込まれている
ため、相談・受付は各区・総
合支所、申請書の審査・シス
テム入力は本庁徴収対策室と
役割分担して迅速に処理を行
う。

（広域連合において制度改正
等を実施するもの）

― ― ―

（広域連合において制度改正
等を実施するもの）

― ― ―

国からの通知に基づき、要綱
等の整備を行い、減免の勧奨
を行った。

国保等の他の事業と調整し、
要綱の整備や減免の開始時期
の整理等に苦慮した。

令和2年4月9日に国から減免の
算定基準等の通知があった
が、国の補正予算成立後、減
免に係る財政支援の通知がさ
れていない。

国からの通知や今後の感染状
況を注視し、減免対応につい
て検討していく。

施設との情報共有や聞き取り
は速やかに対応できた。ま
た、感染拡大防止についての
アドバイスも適切に行ってい
る。

複数の感染者等が発生した場
合について、施設・事業所に
隔離方法やゾーニングについ
ての知識や経験がなく対応に
不安がある。

今回のような未知のウィルス
がまん延している状況におい
ては、施設・事業所が従来想
定していた感染症発生時の対
応では十分ではない。

情報共有やアドバイスの手順
やルールを整理しておく必要
がある。また、事業所施設が
事前に感染者発生に備えるた
め、施設を対象とした具体的
な感染拡大防止研修の実施を
検討する。

国の補助制度を活用し、消毒
等の経費や代替サービス提
供・他事業所との連携による
サービス継続に伴う増加費用
を補助できる体制が整った。

【共通】
財政支援に留まらず、職員体
制の維持が困難になった場合
の連携・応援の体制構築への
支援が課題となっている。
【高齢者福祉施設等】
補助内容が複雑で幅広いた
め、施設事業所の混乱を招か
ないよう情報発信する必要が
ある。

【共通】
施設内での感染者・濃厚接触
者発生による職員不足、隔離
による必要人員増について、
法人を超えた対応体制を構築
することが難しくなってい
る。
【高齢者福祉施設等】
休業を想定した代替サービス
に係る補助は前例がなく、条
件が複雑で分かりにくい。

【共通】
法人を超えた応援体制構築に
向け、県及び関係団体と連携
しながら対応を図る。
【高齢者福祉施設等】
補助事業については、条件を
分かりやすく整理したうえで
要綱を公表し、ＨＰに掲載す
るとともに、対象となる事業
所等へ個別に周知する。

遺体の受入を想定し、火葬場
の稼働時間延長や、一時的な
遺体安置施設の確保等をした
が、多数の遺体についての体
制は確保出来ていない。

遺体を多数受け入れる場合の
火葬炉運転体制や遺体の安置
場所の確保

遺体を多数受け入れる場合の
火葬炉運転についての指定管
理者との調整、遺体の安置場
所候補の選定を進めていると
ころである。

現状の火葬能力、遺体保管能
力を超えた場合の対応を、関
係団体と協議し、具体的に設
定する。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

医療体制の整備①

帰国者・接触者外来を有しない医療機関を
新型インフルエンザ等の患者が受診する可
能性もあるため、医師会等の協力を得て、
院内感染対策を講じた上で、一般の医療機
関における診療体制を整備する。

健康福祉局 健康政策課 〇 〇 あり なし

医療体制の整備②
患者等が増加してきた段階においては、帰
国者・接触者外来での診療体制から、一般
の医療機関でも診療する体制に移行する。

健康福祉局 健康政策課 〇 あり あり

県内感染期における診療
所への診療体制移行の準
備①

県内感染期における帰国者・接触者外来か
ら診療所への診療体制の移行に備え、仙台
市医師会と協力し、新型インフルエンザを
診療する医療機関を募り、一般診療所で診
療する体制を準備する。

健康福祉局 健康政策課 〇 〇 あり なし

県内感染期における診療
所への診療体制移行の準
備②

感染第2波、第3波に備えるため、仙台市医
師会と引き続き協力し、発熱患者を診療す
る医療機関を確保し、一般診療所で診療す
る体制を準備する。

健康福祉局 健康政策課 〇 なし なし

医療体制及び患者への対
応等①

原則として、一般の医療機関でも診療を行
う体制とする。

健康福祉局 健康政策課 〇 あり あり

医療体制及び患者への対
応等②

医療機関の従業員の勤務状況及び医療資器
材・医薬品の在庫状況を確認し、新型イン
フルエンザ等やその他の疾患に係る診療が
継続されるように調整する。

健康福祉局 健康政策課 〇 あり あり

健康づくり

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
け、在宅で過ごす時間が多くなる中、日常
生活活動量の低下と体重増加、それに伴う
生活習慣病のリスクが懸念される。「新し
い生活様式」の視点を取り入れた健康づく
りの推進を図る。

健康福祉局 健康政策課 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

仙台市医師会と連携及び協力
のうえ、発熱症状を有する患
者が受診可能とする診療所等
の確保について協議を重ね
た。

発熱患者が一般診療所を受診
出来ない状況が生じた。

一般医療機関における検査・
治療方法が存在してないこと
による、一般診療所で診療不
可となる場合を想定していな
かった。

・仙台市医師会と引き続き協
議を重ねながら、発熱患者の
診療においてコールセンター
への情報提供が可能な協力診
療所等の確保に努める。
・一般医療機関における検
査・治療方法が存在しない感
染症を想定した行動計画を策
定する必要がある。

発熱患者診療の動向を把握す
るため、仙台市医師会による
会員アンケート調査を実施の
うえ、調査結果を共有した。

発熱患者が一般診療所を受診
出来ない状況が生じた。

一般医療機関における検査・
治療方法が存在してないこと
による、一般診療所で診療不
可となる場合を想定していな
かった。

・仙台市で独自に全診療所に
対してアンケート調査を実施
することで、発熱患者の診療
が可能な診療所等の把握を行
う。
・一般医療機関における検
査・治療方法が存在しない感
染症を想定した行動計画を策
定する必要がある。

・仙台市医師会と連携及び協
力のうえ、発熱症状を有する
患者が受診可能とする診療所
等の確保について協議を重ね
た。
・発熱患者診療の動向を把握
するため、仙台市医師会によ
る会員アンケート調査を実施
のうえ、調査結果を共有し
た。
・仙台市医師会と連携及び協
力のうえ、発熱症状を有する
患者の受診診療においてコー
ルセンターへの情報提供が可
能な協力診療所等を確保し、7
月1日より運用を開始した。

発熱患者が一般診療所を受診
出来ない状況が生じた。

一般医療機関における検査・
治療方法が存在してないこと
による、一般診療所で診療不
可となる場合を想定していな
かった。

・仙台市医師会と引き続き協
議を重ねながら、発熱患者の
診療においてコールセンター
への情報提供が可能な協力診
療所等の確保に努める。
・仙台市で独自に診療所に対
してアンケート調査を実施す
ることで、発熱患者の診療が
可能な診療所等の把握を行
う。
・一般医療機関における検
査・治療方法が存在しない感
染症を想定した行動計画を策
定する必要がある。

仙台市医師会と連携及び協力
のうえ、発熱症状を有する患
者の受診においてコールセン
ターへの情報提供が可能な協
力診療所等を確保し、7月1日
より運用を開始した。

発熱患者が一般診療所を受診
出来ない状況が生じた。

一般医療機関における検査・
治療方法・治療薬が存在して
ないことにより、一般診療所
で診療不可となる場合を想定
していなかった。

仙台市医師会との協力体制の
もと、情報提供可能な診療所
等リストの更新作業を行って
いく。

仙台市医師会と連携及び協力
のうえ、発熱症状を有する患
者の受診診療においてコール
センターへの情報提供が可能
な協力診療所等を確保し、7月
1日より運用を開始した。

発熱患者が一般診療所を受診
出来ない状況が生じた。

一般医療機関における検査・
治療方法が存在してないこと
による、一般診療所で診療不
可となる場合を想定していな
かった。

・仙台市で独自に全診療所に
対してアンケート調査を実施
することで、発熱患者の診療
が可能な診療所等の把握を行
う。
・治療薬が存在しない感染症
を想定した行動計画を策定す
る必要がある。

緊急補正予算要求において調
達資金を確保し、概ね順調に
医療用資器材の調達及び医療
機関への配布ができた。

市中の供給状況が改善しない
中で、不足する資器材の迅速
な調達が課題となる。

国が優先供給スキームを構築
することとされていたが、国
から医療機関に現物を提供す
ることとなり、自治体は当該
スキームによらず独自に購入
先を探す必要が生じた。

医療用資器材については、供
給状況に応じて速やかに調達
し提供していく。

事業所から市民に向け、「３
密」を避けたウォーキングの
啓発を実施してもらうよう依
頼。
「新しい生活様式」を取り入
れた運動に関する情報を各区
に発信。活動の場面で適宜活
用を依頼した。また、各区が
必要に応じ、３密を避けた健
康づくり媒体を作成し、啓発
を行った。

コロナに限らず、感染症の流
行の長期化に伴う健康課題と
解決のための具体的な手法に
ついて検討し備える必要が
あった。

緊急事態宣言による「不要不
急の外出を控える」生活が長
期間に及ぶことを想定してい
なかった。

せんだい健康づくり推進会
議、生活習慣病予防担当者会
議の場で具体策を検討
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

感染症に関する情報発信

新型コロナウイルス感染症患者の市内での
発生状況や積極的疫学調査の結果、検査実
施状況や相談状況等について、個人情報の
保護等に留意しながら、最新の情報を正確
かつわかりやすく発信する。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 〇 あり あり

健康電話相談窓口の設置

新型コロナウイルス感染症の疑似症状があ
る方や不安を抱えている方など向けにコー
ルセンターを設置し、相談者の状況に応じ
て帰国者・接触者相談センターにつなぐな
ど、適切な助言・指導を行う。聴覚や言語
に障害のある方も相談しやすいよう、
ファックスやメールなど複数の通信手段を
確保する。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり あり

帰国者・接触者相談セン
ターの設置

新型コロナウイルス感染症に関する相談対
応、医療機関の受診調整を担う帰国者・接
触者相談センターについて、相談者への速
やかな対応が行えるよう体制を確保する。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり なし

帰国者・接触者外来の確
保

疑似症状がある方に円滑に検査・診療を行
うため、医師会や医療機関との連携のも
と、帰国者・接触者外来の十分な体制を確
保する。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり なし

重症者及び中等症者の病
床確保

宮城県や医療機関等との連携により、重症
者及び中等症者の受け入れに必要な病床を
確保
また、本市も構成員である宮城県調整本部
が行う療養先の調整について、適切な役割
を果たした。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

・検査、相談状況について
は、毎日ホームページにより
情報を発信している。
・市内での陽性患者発生状況
については、陽性判明日に記
者発表を行うとともに、ホー
ムページにより情報を発信し
ている。
・積極的疫学調査の結果につ
いては、調査結果を取りまと
め、ホームページにより情報
を発信している。

積極的疫学調査については、4
月に感染拡大がみられた際に
は、調査内容の整理などに時
間を要した。

第二波に向けては、調査及び
調査内容の整理などを行う保
健所の体制強化が必要であ
る。

・引き続き、日々及び随時の
情報発信を行っていく。
・積極的疫学調査の速やかな
公表については、第二波に向
け、保健所の体制強化を進め
ることにより、体制確保を図
る必要がある。

宮城県と共同で24時間体制の
コールセンターを運営。2月4
日に開設したが、想定を超え
る相談件数があり、電話が繋
がりにくい状況が生じたこと
から、順次回線数と人員の増
強を図り、現在は20回線と
なっている。人員について
は、県看護協会への委託に加
え、医療系の人材派遣会社か
らの派遣も受ける体制となっ
ている。現在は入電件数が落
ち着いていることから人員体
制を縮小して運営している。

20回線までの体制について
は、必要な際に県看護協会と
派遣会社の人員増により確保
できる体制を確保済みであ
る。今後、再度相談件数が増
加した際は、速やかに人員体
制拡充を図る必要がある。

―

引き続き、寄せられる相談に
的確に対応できるよう安定的
な運営を行う。また、相談件
数が増加した際には速やかに
体制の拡充を図るよう、県及
び受託団体等と調整する。

現在、各区保健福祉センター
に帰国者・接触者相談セン
ターを設置。コールセンター
から繋がれる案件や医療機関
から連絡される案件について
対応し、帰国者・接触者外来
の受診調整等を行っている。

第一波では、帰国者接触者相
談センターの機能と保健所支
所として積極的疫学調査等を
担う区保健福祉センターのマ
ンパワー不足が課題となっ
た。

―

・引き続き、的確な対応と受
診調整等ができるよう運営し
ていく。
・第二波に向けては、帰国者
接触者相談センターの体制に
ついても保健所体制の強化の
検討のなかで整理を行う必要
がある。

・第一波において、一時、帰
国者接触者外来の受診待ちを
生じる状況もあったが、各医
療機関での受け入れ体制の工
夫や東北大学病院の臨時診療
所としてドライブスルー方式
の帰国者接触者外来を設置し
たことにより、受診待ちは解
消された。
・東北大学病院のドライブス
ルーについては、当初の設置
場所の使用期限が6月末までで
あったことから、新たな設置
場所について県とともに調整
を行い、7月1日から新たな設
置場所でドライブスルーを稼
働させている（新設置場所は
期限なし）。

・帰国者接触者外来の医療機
関に対しては、引き続き必要
な体制を確保してもらえるよ
う調整していく必要がある。
・東北大学病院のドライブス
ルーについては、感染状況を
踏まえて一時開設日時を縮小
していたが、現在は再度体制
を拡充している。今後も、疑
い患者数の状況に応じた体制
の確保を図る必要がある。

―

・引き続き、必要な方が帰国
者接触者外来を受診できるよ
う必要な調整を行いながら体
制を確保する。
・東北大学病院のドライブス
ルーについては、必要なタイ
ミングで拡充について県、東
北大学と協議し、体制を確保
する。

現在は、感染状況を踏まえ、
感染症病床29床、一般病床21
床をあわせ50床を確保。
また、入院調整については、4
月下旬より県の調整本部によ
る調整が本格稼働しており、
有識者の意見を踏まえた入院
調整を行う体制が整備されて
いる。

感染状況を踏まえ、時期を逸
することなく、速やかに入院
医療機関の体制拡充を図って
いく必要がある。

―

本市も参加している県の新型
コロナウイルス感染症対策ア
ドバイザーチーム会議等での
議論を踏まえ、体制拡充の考
え方等について整理したとこ
ろであり、時期を逸すること
なく拡充の要請が県から医療
機関になされるよう、市とし
ても引き続き必要な関与をし
ていく。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

軽症者等の療養体制の確
保

新型コロナウイルスの感染拡大が見られた
場合に備え、軽症者等の療養施設の確保に
向けて宮城県と積極的、主体的に協議し、
必要な体制を確保
宿泊療養及び自宅療養において、軽症者の
病状が急変した場合でも円滑に医療機関に
つなげられるよう、適切な健康フォロー
アップを行った。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 なし なし

検査体制の強化

市内でのクラスターの発生時はもとより、
医療や介護従事者等の感染が疑われる場合
などにおいても、必要なＰＣＲ検査が的確
に実施できるよう、仙台市衛生研究所の検
査能力強化を進めるほか、民間検査機関等
のさらなる活用、ドライブスルー方式での
検体採取などについて、関係機関への支
援、連携を行うことなどにより、十分な検
査体制を確保した。
また、国の検討・評価を踏まえ、より迅
速・円滑な検査実施のため、抗原検査等の
活用について検討

健康福祉局
健康安全
課、衛生研
究所

〇 〇 〇 あり なし

広域的な医療提供体制の
整備

十分な医療体制を維持することができるよ
う、病院間におけるネットワークの構築や
医療従事者の確保について、市町村や都道
府県の枠にとどまらない広域的な医療提供
体制の整備を図るため、国や県と連携して
検討した。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 なし なし

人権配慮に関する啓発

新型コロナウイルス感染症は、誰もが罹患
する可能性のある病気であり、決して誤っ
た認識や差別を行わないよう、啓発に努め
た。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 なし なし

県、市の連携・役割分担
県や関係機関と情報共有を行い、協力体制
を強化した。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 〇 あり あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

4月に確保した200室の施設に
ついて、使用期限が6月末と
なっていたことから、県とと
もに新たな施設の確保に取り
組み、6月25日から100室の新
たな施設での療養受入を開始
している。なお、療養施設に
は看護師が24時間常駐、医師
が24時間オンコールで対応す
るフォローアップ体制として
いる。

6月25日から受け入れを開始し
た新たな施設について、9月末
までの契約となっていること
から、10月以降の施設確保に
ついて県とともに取り組む必
要がある。また感染状況に応
じ、更なる施設の確保につい
ても取り組む必要がある。

―

現行施設が円滑に運営される
よう、市としても積極的に関
与する。
また、感染状況も見極めなが
ら、必要な施設が確保される
よう、県とともに施設への打
診等に取り組む。

・現在、衛生研究所の検査体
制は80件/日となっているが、
第二回定例会において全自動
PCR検査機2台を購入するため
の予算が成立しており、発注
済み。
・抗原検査等については、新
たな技術にかかる情報が国か
ら随時示されることから、情
報収集を継続している。

・検査能力を240件/日まで上
げるには、人員の増加が必要
である。
・検査機器の需要増により、
納品時期が確定していない。
あわせて、必要な試薬も確保
する必要がある。

―

できるだけ早期に納品される
よう事務手続きを進める。検
査機器2台が納品され後は衛生
研究所において240件/日の検
査が可能となる。

4月の指定都市市長会緊急要請
において、国に要請を行って
いる。

― ―
本市の独自要望において要請
を行うことを予定している。

陽性患者の記者発表資料にお
いて、「プライバシー保護の
ため、本人等が特定されるこ
とのないよう」報道機関に配
慮を求めている。
また、市長記者会見におい
て、市長より、「感染者に対
する差別や誹謗中傷につなが
るような行動は控えていただ
く」よう、市民に要請してい
る。

― ―
引き続き、機会を捉え、人権
配慮にかかる情報発信を行っ
ていく。

県・市連携して各種業務に取
り組んできた。
・県、市共同で健康電話相談
窓口（コールセンター）を設
置
・入院協力医療機関や帰国
者・接触者外来、宿泊療養施
設の確保については、基本的
には県の業務であるが、本市
も調整や運営に積極的に関
わっている。
・東北大学の臨時診療所とし
て設置したドライブスルー方
式の帰国者・接触者外来につ
いて、県、市共同で立ち上
げ、運営に協力している。
・患者が発生した際の積極的
疫学調査について、必要に応
じ相互に調査依頼や情報共有
を行って対応している。
・患者の入院調整について
は、本市もメンバーとなって
いる県の調整本部において有
識者の意見を伺いながら調整
が行われている。

引き続き、必要な情報交換を
行いながら、連携した対応が
必要である。

―
引き続き、連携して取り組ん
でいく。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

積極的疫学調査

各区保健福祉センターにおいて、感染が判
明した患者について、患者の基本情報や臨
床経過、発症前後の行動歴、接触者等につ
いて調査し、感染源の推定や濃厚接触者の
把握、健康観察等により感染拡大防止を
図った。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり なし

クラスター対策

・複数の感染者が確認された施設につい
て、無症状の利用者、関係者等を対象にド
ライブスルー方式による検体採取にてPCR検
査を実施

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり なし

入院協力医療機関の確保

・県内医療機関において、感染症指定医療
機関の感染症病床29床を含め、最大388床程
度の受け入れが可能
・現在は、感染状況を踏まえ、感染症指定
医療機関の感染症病床29床、即時転用可能
な一般病床21床をあわせ50床を確保
・入院調整については、4月下旬より県の調
整本部による調整が本格稼働しており、有
識者の意見を踏まえた入院調整を行う体制
が整備されている。

健康福祉局 健康安全課 〇 〇 〇 あり なし

（局マニュアル）
1 実施体制
所管業務の安定的実施の
ための体制整備

業務の優先度について整理・検討を行っ
た。

子供未来局
総務課（局
として）

〇 なし あり

〃
罹患職員増加による出勤職員減少を想定し
た業務体制を検討
（対応職員のリスト化等）

子供未来局
総務課（局
として）

〇 なし あり

（局マニュアル）
1 実施体制
局内・各課室等における
所管業務の安定的実施の
ための対応体制

各職員に対して、マスクの装着と手洗い及
びうがいの励行を呼びかける。

子供未来局
総務課（局
として）

〇 〇 〇 あり あり

〃
・1時間ごとに室内の換気を行った。
・頻繁に窓を開けて換気を行うようにす
る。

子供未来局
総務課（局
として）

〇 〇 〇 なし あり

〃 窓口等における感染防止対策の検討 子供未来局
総務課（局
として）

〇 〇 なし あり

〃

所管事業の実施状況、内容等の見直しを
行った。
（イベントや会議等の中止や延期の決定、
その十分な周知等）

子供未来局
総務課（局
として）

〇 〇 〇 なし あり

〃
１歳６か月児健康診査、２歳６か月児歯科
健康診査及び３歳児健康診査を一時休止し
た。

子供未来局
子供保健福
祉課

〇 〇 〇 なし なし

〃

３～４か月児育児教室、母親(両親)教室、
離乳食教室、幼児健康診査事後指導教室
等、集団で実施している母子保健事業の中
止

子供未来局
子供保健福
祉課

〇 〇 〇 なし なし

〃

一時保護所に入所している又は緊急入所児
童で、コロナウイルス感染疑いのある場合
の対応として、本館内へ一時的に隔離エリ
アを準備した。

子供未来局 保護支援課 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

的確な積極的疫学調査を行
い、クラスターの発生が推定
された際には、ＰＣＲ検査の
対象者の範囲を拡大して実施
したことなどにより、感染拡
大防止に効果を発揮した。

―

積極的疫学調査を担う各区保
健福祉センターは、帰国者・
接触者相談センターの運営や
仙台市衛生研究所への検体搬
送等多くの業務を行っている
ため、第一波では過重な負担
となった。

各区保健福祉センターの専門
職が積極的疫学調査にマンパ
ワーを集中できるよう、第二
波に向け、保健所の体制強化
を進める必要がある。

第一波においては、検査対象
を広く取り、ドライブスルー
検査実施等により短期間に感
染の広がりを把握し、対策を
取ったことで、感染拡大の防
止に効果を発揮した。

第一波においては、高齢者施
設や医療機関等におけるクラ
スターは市内では発生しな
かったが、発生した場合への
備えが必要である。

―

・引き続き、集団感染が疑わ
れる事案においては、濃厚接
触者のみならず、適切な範囲
にＰＣＲ検査を実施して感染
状況を把握し、感染拡大を防
止する。
・高齢者施設や医療機関等で
クラスターが発生した際に専
門的見地から感染制御の助
言・指導を行う「仙台市感染
制御地域支援チーム」を感染
症の専門家等により新たに構
成し、発生に備える。

県の調査では最大388床程度の
病床数の利用が可能とされて
いるが、病床数を拡充するた
めの転用には一定の時間を要
する。

感染状況を踏まえ、時期を逸
することなく、速やかに入院
医療機関の体制拡充を図って
いく必要がある。

―

現在、県のアドバイザー会議
において、体制拡充の考え方
等について検討しており、こ
の成果を踏まえ、必要なタイ
ミングで県とともに速やかに
体制拡充を医療機関に要請し
ていく。

マニュアルに基づいて一定の
対応ができた。

― ― ―

マニュアルに基づいて一定の
対応ができた。

― ― ―

一定の対応ができた。 ― ― ―

一定の対応ができた。 ― ― ―

パーテーションを置くなどし
て一定の対応ができた。

― ― ―

一定の対応ができた。 ― ― ―

健診の会場で集団感染が発生
することを防ぐことができ
た。

特に法定健診（１歳６か月児
及び３歳児）の中止はでき
ず、一時休止期間中の対象者
にも後から必ず健診を実施し
なければならない。一時休止
期間が長引くほど、受診対象
者がたまり、再開後のリカバ
リーが困難になる。

新しい感染症の発生時でも集
団での健診の実施を維持する
方策を検討していなかった。
将来の感染拡大状況の見極め
が困難で、結果として一時休
止の判断が早すぎた。

可能な限り健診を一時休止せ
ずに継続して実施できるよう
な体制（「３密」にならない
健診の流れ、健診時間の短
縮、等）を構築しておく。

母子保健事業の会場で集団感
染が発生することを防ぐこと
ができた。

妊娠・出産・育児等に関する
知識を得たり、相談、交流を
する機会がなくなる。

新しい感染症の発生時でも事
業の実施を維持する方策を検
討していなかった。
将来の感染拡大状況の見極め
が困難で、結果として一時休
止の判断が早すぎた。

感染対策を行い「３密」を避
けた開催方法を検討し、早期
の再開を図る。

感染が拡大した場合などの対
応ができた。

・当該エリアは、１フロアで
男女の区分けが課題
・個室が３室程度しかなく、
受入れ人数が超過した場合の
対応に課題

緊急対応を行う居室として、
本所内における可能な施設が
限定されているため。

・病院等を含め一時保護委託
先の検討
・一時保護所施設の増築
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

〃

上記隔離エリアにおいて、国の通知に基づ
き当該児童を対応する職員や応援職員のリ
スト化

子供未来局 保護支援課 〇 なし なし

〃
上記隔離エリアについて隔離児童の増加を
想定し、市有施設の活用を調整

子供未来局 保護支援課 〇 なし なし

〃
濃厚接触者の記録のため、面接対応職員に
ついて、相手氏名面接日時等の記録を行っ
た。

子供未来局 相談指導課 〇 なし なし

〃
連絡や打ち合わせにあたっての電話等を活
用

子供未来局 相談指導課 〇 なし なし

〃

児童相談所の相談支援に係る新型コロナウ
イルス感染症の対応として、緊急対応以外
の保護者等との接触をできるだけ控えるた
め、面接等について電話等により対応し、
来所や訪問による面接を自粛した。

子供未来局 相談指導課 〇 なし あり

（局マニュアル）
1　実施体制
事態推移の記録

局内の対応状況等を取りまとめ、報告書を
作成した。

子供未来局 総務課 〇 〇 なし あり

（局マニュアル）
１　実施体制
市管理施設・利用場所に
おける対応体制

（のびすく）関係者等と協議を行い、臨時
休館、再開の時期等についての検討を行っ
た。

子供未来局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

〃
（児童クラブ）関係者等と協議を行い、臨
時休館、再開の時期等についての検討を
行った。

子供未来局
児童クラブ
事業推進課

〇 〇 〇 なし あり

〃

（保育所等）市内保育園にて感染者が発生
し、臨時休園としたほか、児童・職員が濃
厚接触者と特定された場合等は、必要に応
じ自主休園し、消毒を実施した。

子供未来局 運営支援課 〇 なし あり

〃

（保育所等地域子育て支援事業）
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う事
業及び施設等の取り扱いに係るガイドライ
ン等に基づき、室内への自由来所等の一部
利用制限を実施したほか、現在も利用人数
や行事内容の制限等を行っている。

子供未来局 運営支援課 〇 〇 〇 なし あり

〃
可能な限り児童クラブの利用を控えていた
だくよう、機会を捉えて、保護者に対して
利用の自粛要請を行った。

子供未来局
児童クラブ
事業推進課

〇 〇 〇 なし なし

〃
感染症拡大防止のため、家庭での保育が可
能な方に対し、できる限り保育施設等の利
用を控えるよう協力を要請

子供未来局 認定給付課 〇 なし なし

〃

（のびすく）新型コロナウイルス感染症の
症例定義に該当する者がいる場合や感染が
確定したものが発生した場合の取り扱いを
通知

子供未来局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

〃
のびすくにおける感染防止及び密集性の緩
和を図るため、事業の休止や受け入れ方法
の見直し等について検討を行った。

子供未来局 総務課 〇 〇 なし なし

〃
児童館内における感染防止及び密集性の緩
和を図るため、事業の休止や受け入れ方法
の見直し等について検討を行った。

子供未来局
児童クラブ
事業推進課

〇 〇 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

感染が拡大した場合などの対
応ができた。

当該エリアは、１フロアで男
女の区分けが課題。
個室が3室程度しかなく、受入
れ人数が超過した場合の対応
に課題

緊急対応を行う居室として、
本所内における可能な施設が
限定されているため。

病院等を含め一時保護委託先
の検討

本館隔離エリアでの対応可能
な児童数が超過した場合の緊
急対応施設を確保できた。

当該施設が休館時にしか活用
できない。

本所内で緊急対応が可能な施
設が限定されているため。

病院等を含め一時保護委託先
の検討

感染が拡大した場合などの対
応ができた。

― ―
今後再び感染拡大される状況
を想定し、感染予防対策とし
て引き続き行う。

感染が拡大した場合などの対
応ができた。

― ―
今後再び感染拡大される状況
を想定し、感染予防対策とし
て引き続き行う。

厚生労働省からの通知を踏ま
え一定の対応ができた。

相談や面接の際、一定の距離
をとることが難しい。

対応マニュアルにおいて、当
該内容に係る事態の発生を想
定していなかったもの。

今後再び感染拡大される状況
を想定し、感染予防対策とし
て施設入所児童等との継続的
面接が可能となるよう、オン
ライン環境による面接手法に
ついても検討を行っていく。

危機管理室が取りまとめる状
況報を活用しながら一定の対
応ができた。

取りまとめ始めるのが遅れ
た。

どの程度の取組まで報告事項
としてあげるかや、報告の形
式について周知を行うのが遅
れたため。

局で期限を設定しながら随時
更新していくなどして、定例
的に行うものとしてフローを
定着させる。

市内での感染が発生した時点
で、のびすく（子育てふれあ
いプラザ等）に対し、適切に
臨時休館を決定した。

急な決定となり、事前準備が
十分にできず対応に苦慮し
た。

指定管理者への連絡が市内発
生日当日となり、閉館に関し
て利用者へ周知を図る時間が
タイトになってしまった。

臨時休館の可能性がある場合
には、可能な限り早期に指定
管理者と情報を共有する。

小学生の感染が認められた地
域において、小学校等と情報
の共有を図り、適切に臨時休
館を決定した。

運営団体及び保護者への連絡
体制の確保に苦慮した。

運営団体への連絡が閉庁日の
夜間になり、また、保護者へ
の周知に掛けられる時間がタ
イトだったため。

引き続き緊急時の連絡体制を
確保するとともに、臨時休館
の可能性がある場合には、可
能な限り早期に運営団体と情
報を共有する。

保育所等と迅速かつ、きめ細
かく連絡を取りながら対応す
ることで、感染症の拡大防止
のために一定の対応ができ
た。

臨時休園にあたり、感染者等
の情報をどこまで明らかにす
べきか対応に苦慮した。

感染症拡大防止等のために情
報を公開することと、個人の
プライバシーを守ることに、
どうバランスを取るか判断が
難しい。

第２波の流行に備え、保育所
等へ、感染症拡大防止策の周
知に努めるとともに、関係者
が感染者・濃厚接触者と特定
された等の場合、市と保育所
等が迅速に連絡を取りなが
ら、消毒・臨時休園等の対応
を行う。

ガイドライン及び他の児童施
設の対応状況等を踏まえて、
適切に対応を行った。

一定の「密」が発生しうる行
事等について、どの段階で再
開するか判断が難しい。

集団での飲食や歌唱を伴う行
事、児童と不特定多数の地域
住民等とのふれ合いの場等に
ついては、感染リスクが高い
と考えられる。

感染症の流行状況等を踏ま
え、保育所等へ事業の取扱い
について、きめ細かく通知を
行うとともに、メール配信や
ホームページ等により利用者
への周知に努める。

可能な限り児童クラブの利用
を控えていただくよう、機会
を捉えて、保護者に対して利
用の自粛要請を行った。

緊急事態宣言期間中を除き、
地域によっては、なかなか利
用自粛が進まなかった。

利用自粛はあくまで要請であ
り、利用の要否は保護者の意
思に委ねられるため。

引き続き、様々な機会を捉え
て、できる限り利用の見合わ
せや利用時間の短縮にご協力
いただくよう要請する。

保育施設等の密集状況が緩和
され、感染症拡大防止につな
がった。

本市からの要請よりも前に、
各施設において独自に協力依
頼を行う事例があった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、保育施設等の利用自
粛要請を行う基準等を定めて
いなかったもの。

今回のケースを参考に、全国
的及び地域的な感染の拡大状
況等を踏まえ、利用自粛要請
の実施を速やかに検討、判断
する。

早期から指定管理者に対して
周知徹底を図った。

該当するかどうか判断が難し
い方がいた場合の取扱い等、
様々なケースに対する判断が
難しかった。

緊急時に備えた検討を日頃か
ら行えていなかった。

緊急時に備えてケースに応じ
た対応方法を日頃から検討し
ておく。

6月の再開に向け、事業規模の
縮小等適切に実施することが
できた。

事業規模の検討にあたり、指
定管理者との間で縮小の規
模・範囲の考え方で意見集約
が難航した。

緊急時に備えた検討を日頃か
ら行っていなかったため、考
え方の統一に難航した。

緊急時に備えて緊急度合いに
応じた事業規模の在り方を日
頃から検討しておく。

小学校の臨時休校に伴い、教
育委員会との協力のもと、小
学校と児童クラブで分散して
児童を受け入れることができ
た。

受け入れ当初は、地域によっ
て小学校と児童館の意思疎通
に苦慮する面があった。

当該形式での受け入れが初め
てであり、双方の受け入れ準
備や情報共有に時間を要した
ため。

今後、再度臨時休業となる場
合には、今回の事例を踏ま
え、引き続き教育委員会と連
携し、児童の居場所の確保に
努める。

82



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

〃

国の補正予算や優先供給スキーム等を積極
的に活用し、マスクや手指消毒用エタノー
ル等を各児童館、児童養護施設、児童相談
所等に配布した。

子供未来局

子供家庭支
援課
児童クラブ
事業推進課
運営支援課
児童相談所

〇 〇 〇 なし なし

（局マニュアル）
２　情報提供・共有
市管理施設等及び関係民
間施設への情報提供

（のびすく）
基本的な感染予防対策（マスク着用・咳エ
チケット・うがい・手洗い等）を周知徹底
し、個人レベルでの感染対策の普及を図る
とともに、感染が疑われる場合及び感染し
た場合の対応についても周知を行った。

子供未来局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

〃

（児童クラブ）
基本的な感染予防対策（マスク着用・咳エ
チケット・うがい・手洗い等）を周知徹底
し、個人レベルでの感染対策の普及を図る
とともに、感染が疑われる場合及び感染し
た場合の対応についても周知を行った。

子供未来局
児童クラブ
事業推進課

〇 〇 〇 なし あり

（局マニュアル）
３　予防・まん延防止
個人・地域・職場におけ
る対策の普及

新型インフルエンザ等の基本的な感染予防
対策の普及を図った。
【主な感染予防対策】
①マスク着用等による咳エチケットを実施
②うがいや手洗いをこまめに行う。
③人ごみや不要不急な外出は控える。
④室内の換気を頻繁に行う。
⑤バランスの良い食事で十分な栄養をと
る。
⑥十分に睡眠や休憩をとり抵抗力を高め、
無理のない生活を心がける。

子供未来局
総務課（局
として）

〇 〇 〇 なし あり

（局マニュアル）
４　市民生活及び市民経
済の安定の確保
物資及び資材の備蓄等

新型インフルエンザ等対策の実施に必要な
医薬品､その他の物資及び資材の備蓄のため
必要に応じて購入した。

子供未来局
総務課（局
として）

〇 なし あり

（局マニュアル）
４　市民生活及び市民経
済の安定の確保

保護者負担金の減免区分の新設（3～5月：
一度も利用がなかった方は0円、6月以降：
利用回数に応じて減免）

子供未来局
児童クラブ
事業推進課

〇 〇 〇 なし なし

〃

感染症拡大防止のために登園を自粛した家
庭の経済的負担の軽減を目的として、保育
料の返還等を行った認可外保育施設へ助成
を行った。

子供未来局 運営支援課 〇 なし なし

〃
保育施設等の利用自粛要請期間中に利用し
なかった分の保育料について、月額から日
割り計算を行い減額

子供未来局 認定給付課 〇 なし なし

（行動計画）
サーベイランス・情報収
集

感染拡大を早期に探知するため、学校等で
のインフルエンザの集団発生の把握を強化

子供未来局
児童クラブ
事業推進課

〇 〇 〇 あり なし

事業者等への支援
国の補助金を活用し、保育施設等で感染拡
大を防止するために必要な物品等の購入に
要した経費に対して補助金を交付

子供未来局 環境整備課 〇 なし なし

市民利用施設・利用場所
における対応体制

せんだい環境学習館たまきさんサロンを臨
時休館した。

環境局 環境共生課 〇 なし あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

国の補正予算や優先供給ス
キーム等を積極的に活用し、
マスクや手指消毒用エタノー
ル等を各施設等に配布した。

全国的な流通量の減少によ
り、特にマスクとアルコール
手指消毒液については、納品
までに時間を要した。

感染防止に伴い需要が急増
し、市場の流通量が著しく減
少したため。

中長期的な備蓄分も含めて、
衛生管理用品を確保する。

感染予防対策について、早期
から指定管理者に対して周知
徹底を図った。

3月～5月は休館したため、衛
生管理用品を各館の購入や在
庫に任せた結果、館によって
は在庫が枯渇するところも発
生した。

感染防止に伴い需要が急増
し、市場の流通量が著しく減
少したことや、衛生管理用品
についての情報交換が足りな
かった。

緊急時に備えて衛生管理用品
の確保を行う。

感染予防対策について、早期
から管理運営団体に対して周
知徹底を図ることができた。

特に、マスクやアルコール手
指消毒液の入手が困難にな
り、備蓄が少ない館での対応
に苦慮した。

感染防止に伴い需要が急増
し、市場の流通量が著しく減
少したため。

中長期的な備蓄分も含めて、
衛生管理用品を確保する。

マニュアルに基づいて一定の
対応ができた。

― ― ―

一定の対応ができた。
マスク、消毒液の流通がない
時期があり、調達に時間を要
した。

・局内や各施設における備蓄
を事前に一定程度確保してお
く必要があった。
・消毒液のほか、消毒液をふ
き取るためのペーパータオル
等も必要になる。

一定程度の備蓄が常に保たれ
るように在庫を確認しながら
買い足す。

利用自粛を要請するにあた
り、新たな保護者負担金の減
免区分を設けた（3～5月：一
度も利用がなかった方は0円、
6月以降：利用回数に応じて減
免）

所管課及び各児童館で追加作
業が発生し、業務量の増加に
つながった。

既存の業務フローや専用シス
テムでは対応していない措置
であったため。

中長期的な対応も視野に入
れ、業務フローや専用システ
ムの見直しを検討する。

認可外保育施設の利用者で登
園を自粛等した家庭にも、認
可保育施設を利用する家庭と
同様の経済的負担の軽減が行
われることで、一定の公平性
を確保することができる。

認可外保育施設を利用する家
庭へ確実に保育料が返還され
るよう、助成要件に該当する
認可外保育施設に漏れなく制
度を活用してもらうことが課
題である。

様々な運営形態の認可外保育
施設があることから、十分に
周知を行うとともに、きめ細
かく申請支援を行うことで、
当該事業が活用されるよう努
めることが必要である。

第２波以降の感染拡大によ
り、新たに登園自粛要請を行
う可能性があることから、国
に対して、当該助成と同様の
支援制度を創設するよう、機
を捉えて要望していく。

保護者負担を軽減すること
で、経済的な支援及び利用自
粛への協力促進を図ることが
できた。

保育システムが当該制度に対
応しておらず、実施に向けて
新たに事務を整備する必要が
あり、対応に苦慮した。

今般の感染拡大を受け、国に
おいて新たに法制された制度
であり、制度の実施について
想定していなかったもの。

今後の発生に備え、システム
改修や事務作業の整備等の準
備を行う必要がある。

小学校や保健所等との連携を
図り、必要に応じて感染者情
報を共有することができた。

関係機関から得られる情報が
断片的になり、全体像を把握
することに苦慮した。

個人情報保護の観点から、他
機関への情報共有の内容が必
要最小限となるため。

個人情報保護に配慮しながら
関係機関と密に情報共有を図
り、対策検討に必要となる全
体像を的確に把握する。

国が３月中旬に急遽打ち出し
た事業に対し、迅速に対応す
ることができた。

制度構築から交付手続きまで
短期間で実施したため、事業
者への説明が不足した部分が
あった。

このような補助金については
想定していなかったことに加
え、年度末であったことから
元々厳しいスケジュールで
あったもの。

令和２年度も同様の補助制度
が設けられたが、前回よりは
スケジュールに余裕があるこ
とから、周知・確認を確実に
行っていく。

感染状況を踏まえ、臨時休館
したことは適切であった。

ガイドラインに沿って休館期
間の延長を繰り返したため、
市民への周知が何度も必要と
なった。また、施設職員の勤
務シフトも頻繁に変更する必
要があり、調整に苦慮した。

ガイドラインに沿って対応し
たためやむを得ない。

感染状況を踏まえ、施設の運
営について判断する。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

市内における事業の取り
扱い

主催イベントを中止または延期 環境局 環境共生課 〇 なし あり

所管施設の感染防止策の
推進及び臨時休館の検討

リサイクルプラザ 環境局
家庭ごみ
減量課

〇 あり あり

所管事業（催し物等）の
実施、中止の検討

当課主催の集客型啓発事業 環境局
家庭ごみ
減量課

〇 あり あり

感染予防の市民向け広報

・感染予防の観点からごみの取扱いに係る
注意点をまとめたチラシ（感染症拡大防止
のためのごみの出し方・集積所清掃を行う
場合の注意点）を作成し市ホームページに
掲載したほか、クリーン仙台推進員向け情
報誌の「仙台メビウス通信」でも周知を実
施
・自宅療養者向けのごみの出し方のチラシ
を作成し、各区保健福祉センターを通じて
対象者に配布

環境局
家庭ごみ
減量課

〇 あり あり

ごみ処理業務継続計画
（各課室等における所管
業務の安定的実施のため
の対応体制）

・所管業務の委託業者等に対して、業務期
間中の感染予防措置の徹底を指示
・清掃工場運転作業班の引継ぎ書面化
・サージカルマスクを着用　など

環境局 施設課 〇 なし あり

感染者が発生した場合の
対応マニュアル作成

・BCPの策定、見直し
・業務経験者のリストアップ

環境局 施設課 〇 なし なし

窓口等における感染防止
対策

消毒液及び飛沫防止簡易パーテーションの
設置、職員のマスク装着、室内の換気、来
庁者接触記録の作成等

経済局
経済企画課
(各課共通)

〇 〇 〇 あり あり

所管業務の見直し
業務の優先度整理、縮小・中止等
市民利用施設対応体制の検討

経済局
経済企画課
(各課共通)

〇 〇 〇 あり あり

緊急経済対策
公的支援に対するニーズの変化も捉えなが
ら、状況に応じた緊急経済対策を実施し
た。

経済局
経済企画課
(関係各課)

〇 〇 〇 なし なし

WEB合同企業説明会
合同企業説明会が相次いで中止になってい
ることから、2021年3月卒向けWEB合同企業
説明会を実施（6月15日～6月19日）

経済局
地域産業
支援課

〇 なし なし

事業者向け新型コロナウ
イルス関連無料相談会

雇用調整助成金の申請手続き、雇用に関す
る助成金や補助金について等社会保険労務
士が事業者からの相談に応じた。

経済局
地域産業
支援課

〇 なし なし

仙台市中央卸売市場新型
コロナウイルス感染症情
報連絡会議

市場内各種事業者と、仙台市の感染状況、
市場内での感染者情報の提供方法、他市場
の対応状況を説明

経済局
中央卸売市
場管理課

〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

感染状況を踏まえ、イベント
を中止または延期したことは
適切であった。

中止の判断をするにあたり、
他部署での状況等を個別に確
認する必要があった。

個別に確認するほか、他部署
の状況を把握する方法がな
かったため。

感染状況を踏まえ、主催イベ
ントの実施について判断す
る。

ガイドライン（三訂版）が出
た後、直ちにプラザの業務一
部休止を決定した。

引越シーズンだったため、全
面休館になるまで市民からリ
サイクル希望の家具を受け入
れた。

引越時に持ち込まれた家具の
受け入れを断るのは市民生活
に支障が生じるため、やむを
得なかった。

感染症の拡大状況と市民の危
機感を踏まえながら、混乱の
少ない対応を選択する。

感染拡大防止の観点から、早
期より、集客型イベントの延
期や中止の検討を行った。

感染確認初期のイベントにつ
いて延期の周知広報を短期間
で行う必要があったが、参加
者が特定されており、個別の
連絡先を把握していたことか
ら市HPと併せてメール、電話
で連絡を行ったため、混乱せ
ずに済んだが、不特定多数が
対象であった場合は、周知広
報をより広く実施することが
必要。
集客型ではない啓発方法につ
いても検討が必要。

非接触型・非集客型のイベン
ト開催の方法を検討していな
かった。

感染症の拡大状況と市民の危
機感を踏まえながら、混乱の
少ない対応を選択するととも
に、イベント実施の広報時に
は不測の事態があった場合の
対応方法も併せて周知するな
ど、中止、延期があった場合
を想定して広報する。

4月7日には第一報をホーム
ページに掲載（その後4月9
日、5月7日、5月11日に更新）
して注意喚起を行った。

急な作成となり、内容の精査
に時間を要した。

資料編成時間等に余裕がない
もの。

当該内容を基に、今後も同様
の事態を想定した周知体制を
整備する。

感染予防措置の徹底の指示、
マスクの着用等は概ね適切で
あった。

マスク、消毒剤等の必要資材
の確保に苦慮した。

必要資材が不足する事態を想
定していなかったもの。

必要資材の在庫を一定程度確
保する必要がある。

バックアップ体制を確認する
ことで一定の対応ができた。

各清掃工場間での支援内容に
ついて調整に時間を要した。

各清掃工場の運転制御には熟
練した技術と知識が必要であ
り、他工場からの支援を想定
していなかったもの。

必要に応じてBCPや業務経験者
の見直しを行う。

局内で感染が拡大していない
ことから、感染防止に一定の
効果が表れていると考える。

― ― 継続する。

業務の優先度を整理したこと
で緊急経済対策を実施できて
いることから、有効であった
と考える。

― ―
新型コロナウイルス拡大の状
況を踏まえながら、順次業務
を再開していく。

事業所向けの実態調査を毎月
行っており、事業者が期待す
る公的支援の変化を捉えなが
ら、感染症の状況に応じた緊
急経済対策を実施できている
と評価している。

職員の負担が大きい状況であ
る。

非常時でありやむを得ないと
ころであるが、業務の簡素化
等により負担を下げる必要が
ある。

経済状況を見極めながら、必
要な対策を実施していく。

仙台で働きたい全国の学生
に、地元企業への理解を深め
る機会を提供できた。

参加企業募集の周知広報（募
集を締め切った後に、複数の
企業より、知っていたら応募
したとの声あり。）

開催決定から開催までの期間
がタイトであり、参加企業の
募集期間が短期間になった。

感染状況等に注視しつつ、学
生の就職スケジュールに応じ
た支援を迅速に実施する。

雇用調整助成金の申請手続き
相談等に応じ、中小企業事業
者のサポートを行った。

相談は事前予約制だが、予約
が埋まらない時期（6月上旬～
中旬）があった。

雇用調整助成金の申請手続き
が5月から6月にかけて簡便に
なったこと等が要因と考えら
れる。

雇用調整助成金の申請手続き
にとどまらず、経営上の課題
をワンストップで総合的に支
援するため、社会保険労務士
等を配置した総合窓口（中小
企業応援相談窓口）を7月より
開設。

市場内各種事業者と、他市場
の動向や感染者が発生した場
合の情報提供の仕方等につい
て情報を共有できた。

会議を開催するにあたり、準
備から開始までの時間に余裕
がないため、事前準備に苦慮
した。

2月29日市内で最初の感染者が
確認されたことから急遽開催
したため、準備時間に余裕が
なかった。

市場内各種事業者とは、今後
も感染者の動向を見ながら、
情報共有を進めていく。

86



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

施設使用料納入期限の延
長

市場内各種事業者が月々支払う施設使用料
の納入期限を4カ月延長

経済局
中央卸売市
場管理課

〇 なし なし

場内各所への注意喚起の
掲示

発熱がある人の入場禁止を通知する張り紙
を、場内各門や管理事務所入り口等に掲示

経済局
中央卸売市
場管理課

〇 なし なし

窓口への飛沫防止ビニー
ルシートの設置

卸会社・仲卸会社の社員に対応するための
窓口に、感染防止のための透明ビニール
シートを設置

経済局
中央卸売市
場業務課

〇 なし なし

市場管理事務所に消毒液
を設置

感染防止のために、管理事務所入り口をは
じめ、事務所内各所に消毒液を設置

経済局
中央卸売市
場管理課

〇 なし なし

窓口対応業務
窓口対応職員及び課員へのマスク装着と室
内の換気

農業
委員会
事務局

事務課 〇 〇 〇 あり あり

所管事業の実施状況、内
容等の見直し

会議類の時短開催・書面協議・延期・中止
農業
委員会
事務局

事務課 〇 なし あり

飛沫感染防止
※行動計画・マニュアルに記
載なし

窓口に透明シートを設置し、来庁者と職員
間の飛沫感染を防止

農業
委員会
事務局

事務課 〇 〇 〇 なし なし

外国人住民向けの情報提
供

・市ホームページ及び（公財）仙台観光国
際協会国際化事業部ウェブサイトにおい
て、新型コロナウイルス感染症に関連した
情報を多言語で提供
・仙台多文化共生センターにおいて、新型
コロナウイルス感染症に関連する生活支援
施策などの情報提供や、専門相談窓口の紹
介、通訳支援を行った。

文化観光局 交流企画課 〇 〇 〇 〇 あり あり

テイクアウトはじめまし
たプロジェクトin仙台
※緊急対策プランに掲載

新型コロナウイルス感染症の拡大による外
食自粛ムードの中で、新たにテイクアウト
や宅配サービスなどを開始した市内の飲食
店や宿泊事業者をウェブサイトで紹介する
等により支援

文化観光局
東北連携
推進室

〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

コロナウイルス感染拡大以降
売り上げが減少した事業者の
支援につながっている。

使用料の減免や徴収猶予を求
める要望が事業者から上がっ
ているが、減免のためには財
源の確保が必要である。

売上が減少した場内事業者へ
の現状での対応策は納入期限
の延長のみである。

農林水産省からの情報や、他
市場の動向を注視しながら、
今後の対応を検討していく。

場内から感染者が出ていない
ことから、注意喚起の効果が
表れていると考える。

― ― 掲示は引き続き継続する。

場内から感染者が出ていない
ことから、一定の効果が表れ
ていると考える。

― ― シートの設置は継続する。

場内から感染者が出ていない
ことから、一定の効果が表れ
ていると考える。

― ― 消毒液の設置は継続する。

窓口対応職員を含む職員全員
のマスク装着、事務室廊下に
手指消毒用アルコールを配
置、１時間ごとの室内換気及
びドアノブや机などの1日２回
のふき取りを実施することに
より感染防止が図られた。

マスクは在庫がほとんどな
く、職員に自前で用意しても
らった。手指消毒用アルコー
ルも買えない状況が続き、苦
慮した。

当該内容に係る事態の発生を
想定していなかった。

感染拡大に備えて、マスクと
手指消毒用アルコールの備蓄
をする必要がある。

・毎月開催する総会は、事前
に農業委員に資料を郵送して
確認してもらい、当日は説明
時間を短縮した。また、調査
委員会では農業委員の申請者
の呼び出しによる聞き取りを
せずに、事務局が聞き取りを
行って時短にした。農地利用
最適化推進委員の出席を取り
やめにし、参加人数を減らし
た。
・会議中は窓を開け、机のレ
イアウトも以前より間隔をあ
けて並べた。
・役員会及びあっせん事業運
営委員会は書面協議にし、会
議を開催しなかった。
・年１回の全体会、隔月開催
の企画検討チーム会議、７月
開催の地域振興委員会は中止
とした。
以上により、３密を回避する
ことができた。

総会当日の説明がないため、
議案や協議等の質疑応答が活
発ではなく、時短にするメ
リットよりも議案等の内容が
農業委員の印象に残らないデ
メリットの方が大きいと感じ
た。

農業委員会の総会は、農業委
員会法により、書面議決が不
可であり、リモート会議は、
農業委員の自宅の通信環境を
考慮すると困難なことから、
通常の会議を開催しなくては
ならなかった。

調査委員会での聞き取りは必
要なため、６月分から一定の
面積以上や新規就農者などの
案件は聞き取りを行ってい
く。国内の感染状況や動向に
注視し、徐々に元に戻してい
くが、感染拡大に備えて会議
等の有り方を検討する必要が
ある。

のぼり用ポールや目玉クリッ
プなど、あるものを使って設
置し、経費をかけずに飛沫感
染の防止が図られた。

在庫の透明ビニールを用いた
ため、霞がかっており、クリ
アな視界が確保できなかっ
た。
また、声も聞き取りにくく、
個人情報の観点から声を大き
くすることも難しく、耳が悪
い人等の会話の方法を検討す
る必要がある。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

終息まで、このまま設置し続
ける。

（公財）仙台観光国際協会と
連携し、外国人住民に向けた
情報提供等を適切に実施し
た。

情報提供までにタイムラグが
生じることがあった。

新型コロナウイルス感染症に
係る各種施策の実施におい
て、翻訳についてあらかじめ
考慮されておらず、担当部署
との調整及び発信する情報の
確定に時間を要した。

今後も、（公財）仙台観光国
際協会及び交流企画課におい
て、関係部署と連携し、情報
提供等を継続していく。

事業者、市民から好評であ
り、事業者からは「特設ウェ
ブサイトへの掲載後にテイク
アウト・デリバリーの売上が
増加した」などといった声が
寄せられた。

ウェブサイトのアクセス数が
減少傾向にあり、事業の広報
の強化が必要となっている。

外食自粛ムードの弱まりに伴
い、ウェブサイトのアクセス
数も減少した。

今後の状況を踏まえて事業の
終了時期を判断する。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

宿泊需要の喚起
※緊急対策プランに掲載

新型コロナウイルス感染症収束の段階に応
じて、感染拡大防止に努めている宿泊施設
の紹介や、観光需要を喚起する宿泊促進
キャンペーン等を展開し、交流人口の回復
と経済活性化を図った。

文化観光局 観光課 〇 なし なし

文化芸術活動支援
※緊急対策プランに掲載

多様なメディアを活用して市民に文化芸術
を届ける創造的な活動を助成することなど
により、文化芸術振興を推進

文化観光局 文化振興課 〇 なし なし

市内宿泊施設や観光施設
との連絡調整

状況に応じた情報提供を行うとともに、施
設の開館状況等を把握

文化観光局 観光課 〇 なし あり

情報提供
外国人旅行者向けＳＮＳにおける感染状況
等の情報発信

文化観光局
誘客戦略
推進課

〇 〇 〇 〇 あり あり

市民利用施設・利用場所
における対応体制

感染症の拡大状況に応じ、休館・再開の判
断や感染予防対策を行った。

文化観光局

誘客戦略推
進課
スポーツ振
興課
文化振興課

〇 〇 〇 あり あり

市主催事業の取扱い
感染症の拡大状況に応じ、中止・延期の判
断

文化観光局

観光課
スポーツ振
興課
文化振興課

〇 〇 〇 あり あり

市内公共交通機関の対応
策及び運営状況の把握

交通事業者が行っている新型コロナウイル
ス対策や運行状況、経営状況の確認

都市整備局 交通政策課 〇 あり なし

市内公共交通機関の対応
策及び運営状況の把握

バス事業者が行っている新型コロナウイル
ス対策や運行状況、経営状況の確認

都市整備局
公共交通
推進課

〇 〇 あり なし

安全な公共交通機関利用
のための啓発活動
※行動計画・マニュアルに記
載なし

新型コロナウイルス対策に関する車内掲示
物を民間バス事業者へ提供。また、公共交
通機関を安全に利用するための啓発ポス
ターを作成し、学校等へ配布

都市整備局
公共交通
推進課

〇 〇 なし なし

市営住宅等における感染
予防についての啓発

市営住宅等の住棟や敷地内において感染予
防についてのポスター掲示等啓発を実施

都市整備局
市営住宅
管理課

〇 なし なし

市営住宅等の集会所の利
用一時停止

感染予防のため、町内会等一定人数が集ま
る集会所の利用を一時停止した。

都市整備局
市営住宅
管理課

〇 なし なし

所管業務の安定的実施の
ための対応体制

第二波に備え、土地区画整理審議会開催手
法に遠隔会議を加えるよう、運営規則を変
更した。

都市整備局
蒲生北部
整備課

〇 あり あり

公園内複合遊具の使用禁
止措置

公園内の複合遊具等（224公園）の使用禁止
措置をおこなった。

建設局 公園課 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

・仙台市HPでのテレワーク環
境を整備している宿泊施設の
紹介を行った。
・市民を対象とした第１次宿
泊促進キャンペーンを実施
し、想定を大きく上回る応募
があった。

準備に多くの時間を要した。
想定をはるかに上回る反響が
あり、ニーズの正確な把握が
必要

宿泊施設との調整や予算確保
に時間を要したもの。
また、宿泊需要の把握が困難
であった。

国内の感染状況や第１次宿泊
促進キャンペーンの実施結果
を踏まえ、第２次宿泊促進
キャンペーンを実施する。

・多様なメディアを活用した
文化芸術創造支援事業は5月末
まで募集を行い、6月下旬まで
に採択事業を決定した。287件
の申請のうち175件を採択
・コロナ状況下での文化芸術
活動の継続に一定の支援は果
たせた。

屋内イベントは収容率50％以
内での開催という制約があ
り、文化芸術公演の再開が困
難な状況が続いている。

同左

イベント再開の促進のため、
市施設使用料の減免および民
間文化施設を利用して文化芸
術公演を行う主催者に対して
の会場使用料の助成の制度を
検討している。

国等が随時発信する支援策
や、本市が策定するガイドラ
インの情報提供を随時行っ
た。

業界団体を通じての情報提供
を基本としており、どの団体
にも属していない宿泊施設へ
の情報提供が課題

どの団体にも所属していない
宿泊施設については、郵送に
よる情報提供としていた。

今後も随時情報提供を続ける
とともに、調査依頼や重要情
報は郵送にて全宿泊施設へ直
接情報提供を行う。

英語、中国語（簡体、繁
体）、タイ語の4言語のＳＮＳ
で、随時情報発信を行い、適
切に周知できていた。

― ―
今後も適切な情報発信に努め
る。

・国等の方針を受けてガイド
ラインを改訂するという性質
上やむを得ない面もあるが、
利用者にとって急なタイミン
グでの方針変更もあったと思
料される。
・感染予防対策については、
指定管理者と協議のうえ、適
切に実施している。

・施設種別ごとの具体的な取
り扱いを整理する場が体系化
されておらず、ガイドライン
改訂の度に、同種の施設を所
管する部署同士で自発的な連
絡調整を行った。
・消毒液やビニールカーテン
等、感染防止対策に必要な物
品が入手困難であった。市で
一括して調達する仕組みがあ
ることが望ましい。

同左

業種別感染拡大予防ガイドラ
インを参考としながら、感染
防止対策を適宜見直してい
く。

感染拡大防止の観点から適切
に主催事業等の中止・延期判
断を行うことができた。

イベントの性質にもよるが、
準備や周知の関係上、開催日
の１～３か月前には中止判断
が求められる。それに対して
ガイドラインは数週間先まで
しか適用期間としておらず、
所管課としての独自判断が求
められた。

同左

・イベントに関する業種別感
染拡大予防ガイドライン整備
が進んでおり、それに沿った
形で開催可能な事業について
は、実施を推進していく。
・今後とも、感染症の拡大状
況や社会全体の動向を見極め
ながら、適切に開催・中止の
判断をしていく。

緊急事態宣言が発令された
後、タクシー協会へ状況確認
を行った。

― ―
引き続き状況確認を行ってい
く。

緊急事態宣言が発令された
後、民間バス事業者等との情
報共有を図ることができ、対
応は適切だった。

運行状況や経営状況等の把握
に留まっており、対応策につ
ながっていない。

新型コロナウイルス対策の支
援制度がなかったため。

国内の感染状況に注視し、継
続して対状況の把握に努める
とともに、支援策を検討す
る。

学校や市民センターなど公共
交通機関利用者が多い施設へ
の情報提供を適切に行うこと
ができた。

ポスターの配布先や適切な掲
示場所の検討に苦慮した。

行動計画や対応マニュアルに
記載がなく、当該内容に係る
事態の発生を想定していな
かった。

公共交通機関の利用者減少に
歯止めをかけるべく、今後も
継続して行う。

市営住宅等への入居者への情
報提供を適切に行うことがで
きた。

より効果的な掲示場所の検討
に苦慮した。

当該内容に係る事態の発生を
想定していなかった。

事前に掲示箇所を想定すると
ともに、より適切な周知方法
を検討する。

感染予防を図る上で適切な対
応だった。

利用再開時期のタイミングに
苦慮した。

当該内容に係る事態の発生を
想定していなかった。

感染状況に応じた適切な利用
停止・開始時期を想定・検討
する。

事業遂行に向け、今後は停滞
が避けられる。

参考事例が少なく、法律的に
破綻していないか判断するの
か難しかった。

当該内容に係る事態の発生を
想定していなかった。

遠隔会議の具体的な開催方法
や経費について調整が必要

各区公園課及び局公園課の職
員の柔軟な対応により、速や
かに使用禁止の措置が出来
た。

急な対応の決定となり、準備
が十分にできず、人員の確保
等に苦慮した。

対象の公園数が多く、対応マ
ニュアルにおいても同様の事
例に対応する想定をしていな
かった。

具体的な数値等の効果測定が
出来ないため、今後、同様対
応をとるかは再検討が必要で
ある。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

有料公園施設等の休館措
置

有料公園施設等の休館・休止措置を行い。
利用者に利用自粛を要請した。

建設局 公園課 〇 なし なし

下水道使用料の支払い猶
予

新型コロナウイルス感染症の影響による事
業不振や生活困窮に至った使用者につい
て、使用料の支払い猶予を行った。

建設局 業務課 〇 なし なし

下水道使用料の減免
下水道使用料について、７月及び８月検針
分から基本使用料分を減免

建設局 業務課 〇 なし なし

八木山動物公園の休園、
一部休止

適切な感染症対策を実施するとともに、臨
時休園や園内施設、イベントの一部休止と
再開を段階的に行った。

建設局
八木山動物
公園
管理課

〇 〇 〇 なし なし

飛沫感染防止アクリルパ
ネル設置
※行動計画・マニュアル
に記載なし

各課窓口カウンターに飛沫感染防止用アク
リルパネルを設置

青葉区 総務課 〇 なし なし

飛沫感染防止アクリルパ
ネル設置
※行動計画・マニュアル
に記載なし

主に１階の市民手続き窓口における職員・
市民相互の飛沫感染防止用アクリルパネル
を設置

青葉区
宮城総合支所

総務課
〇 なし なし

区新型インフルエンザ等
対策本部設置に伴う対応

市の新型インフルエンザ等対策本部設置と
同時に区内に青葉区対策本部を設置し、必
要に応じ区本部会議を開催

青葉区 区民生活課 〇 なし あり

宮城野区新型インフルエ
ンザ等対策本部設置に伴
う対応

国により緊急事態宣言が発令された場合、
直ちに区対策本部を設置し、必要に応じ会
議を開催

宮城野区 区民生活課 〇 〇 あり あり

こころのケア対策
市民の不安解消のため、総合相談窓口（来
所・電話等）で対応

宮城野区 障害高齢課 〇 〇 〇 〇 あり あり

感染予防の啓発
感染予防対策についての正しい知識の普及
啓発を行った。

宮城野区 障害高齢課 〇 〇 なし なし

事態推移の記録
所管業務に関する事態の推移を記録し、保
存するとともに、これらの記録をとりまと
め、報告書を作成

宮城野区

まちづくり
推進課
区中央市民
センター
公園課　等

〇 あり あり

所管施設、イベント等に
おける対応

・施設の使用制限を行うとともに、利用者
への感染予防対策の徹底を呼びかける。
・区が主催するイベント等の中止を決定
し、広報
・消毒薬の設置や定期的な換気等の感染防
止対策を行った。

宮城野区

まちづくり
推進課
区中央市民
センター
公園課　等

〇 〇 〇 あり あり

所管業務の安定的実施の
ための対応

・職場内に罹患者が出た場合を想定し、業
務の優先度や業務を継続するための体制等
について検討
・窓口へのアクリル板の設置、職員へのマ
スクの配付、手指消毒、定期的な執務室の
換気等の感染防止対策を実施

宮城野区
区内各課
公所

〇 〇 あり あり

新型インフルエンザ等対
策本部設置に伴う対応

新型インフルエンザ等対策本部設置された
場合、直ちに設置し、必要に応じ区本部会
議を開催

若林区 区民生活課 〇 あり あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

各施設の指定管理者等が対応
にあたり迅速に対応できた。

急な対応の決定となったこと
で、指定管理者等への対応方
法の伝達と他施設との調整に
苦慮した。

休止の判断が各施設管理者に
一任されたことで、指定管理
者等の間で判断の相違が発生
することとなった。

市全体で、休館・休止措置の
判断を一本化できるように検
討する必要がある。

市民への周知等、必要な対応
ができた。

・実施にあたり水道局との連
携が必須であり、双方の意思
決定等のすり合わせ等に苦慮
した。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

国内の感染状況や動向、経済
活動の回復状況に注視し、適
切な対応を継続

市民への周知や電算システム
の改修対応等、必要な対応が
できた。

・実施にあたり水道局との連
携が必須であり、双方の意思
決定等のすり合わせ等に苦慮
した。
・下水道事業の財政に及ぼす
影響の精査に苦慮した。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

今後、同様な事態が発生した
場合の対応策の前例として、
記録を残すことが必要であ
る。

国、県の方針、本市のガイド
ラインや感染者の推移を踏ま
え適切に対応できた。

市民利用施設の休館・再開に
関する基準が市として明確に
示されないことで、判断に苦
慮した。

再開等の判断が各施設に一任
されたことで、判断に苦慮し
たが、自主的に情報収集を行
い市民利用施設間で取扱いに
相違が生じないよう関係部署
と調整し対応することができ
た。

市民利用施設について、休
館・休止措置に関する基準の
設定を検討する必要がある。

直接的な飛沫感染の防止効果
が高く、将来的な感染予防の
際も利用できる。

アクリルパネルが品薄となっ
ており、対応業者の選定に苦
慮した。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

パネルについては今後も利用
できる。また、手指消毒薬等
の物資について、必要な時に
必要な量が提供できるよう在
庫管理を行う。

当初の透明シートから移行で
きたので、必要な換気や空調
にも対応できた。

急な設置となり、事前準備が
不十分な中、原材料が欠品と
なる期間もあり、対応に苦慮
した。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、窓口応対における飛
沫感染リスクを想定していな
かった。

１階の多数の市民が手続きす
る各窓口に設置完了してお
り、今後の感染流行にも対応
可能である。なお、手指消毒
薬の入手困難な状況は続いて
いる。

市の本部会議終了後に、青葉
区本部会議を開催することが
でき、区内の本部員に対し
て、市本部会議内容の情報共
有が適切に図れた。

配付資料を準備する関係で、
市の本部会議終了後すぐに区
本部会議を開催することが困
難であり、スピーディーな情
報共有に多少苦慮した。

市本部会議の資料の中に県本
部会議の資料が入る関係で、
毎回資料の分量が多くなる傾
向がある。

危機管理室より市本部会議の
資料を事前に提供してもらう
ことで、タイムリーな区内の
情報共有に努めていく。

緊急事態宣言発令後、直ちに
体制を移行し、区対策本部運
営についても適切だった。

区対策本部会議の開始までに
時間的な余裕がなく、資料の
準備が遅れることもあった。

市対策本部からの資料提供が
紙のみであったため、原本と
なる資料が手元に届くまで印
刷ができなかった。メール等
を使い、情報共有のスピード
アップが必要

市対策本部が設置された場合
は直ちに、区対策本部を設置
し対応する。

担当職員間で、随時更新され
る情報を共有し相談にあたる
ことで、一定の対応ができ
た。

新たな情報が次々に入ってく
るので、情報の更新に苦慮し
た。

度重なる情報の更新について
想定しきれなかったため。

国内の感染状況や動向に注視
し、引き続き対応を継続す
る。

ガイドラインに沿って感染予
防対策のチラシ等の作成を行
い、タイムリーな支援ができ
た。

タイムリーな支援を行うた
め、資料をまとめる時間が短
く苦慮した。

前例がない上に次々に更新さ
れる情報への対応しなければ
ならなかったため。

国内の感染状況や動向に注視
し、引き続き対応を継続す
る。

事態推移を時系列に記録する
ことで次回の対応の基礎資料
として活用できる。

記録するだけではなく、課題
となった事例の分析と検証が
必要。

課題となった事例の分析と検
証を行う。

引き続き、事態推移を時系列
に記録するとともに、課題の
分析と検証を行う。

ガイドラインに沿って適切な
感染予防対策ができた。

自由に利用できる公園に人が
多く集まった。

屋内の施設が利用禁止となっ
たため、公園に人が集まった
と考えられる。

市のガイドラインに基づき、
施設、イベント等の取り扱い
を行う。

・業務継続計画及び応援体制
等を検討し、非常時の業務体
制づくり等ができた。
・感染防止対策を実施するこ
とで、区役所内で感染者を出
さなかった。

毎日マスク、消毒液を使用す
るため、必要数量の確保が困
難だった。

感染拡大によるマスク、消毒
液等の国内での需要が増加し
たため。

備蓄数の見直しや、供給ライ
ンの確保が必要である。

本部運営について概ね適切に
対応できた。

― ―
国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継続
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

予防・まん延防止

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係る
ガイドライン」に基づき、各種会合、事業
等を中止

若林区 区内各課 〇 〇 あり あり

予防・まん延防止
感染防止のための適切な
措置

職員の執務中におけるマスクの着用、手洗
い・うがいの励行

若林区 区内各課 〇 〇 〇 あり あり

予防・まん延防止
感染防止のための適切な
措置

各フロア窓口へのアクリル板設置 若林区 総務課 〇 〇 あり あり

区内における業務状況の
把握

職員が罹患した場合の当該人及び濃厚接触
職員の自宅待機に伴う所管業務の継続

若林区 区内各課 〇 〇 なし なし

糖尿病性腎症重症化予防
事業

糖尿病・高血圧が重症化するリスクの高い
医療機関未受診者等への受診勧奨および保
健指導を実施

若林区 家庭健康課 〇 なし なし

災害公営住宅健康調査
年1回県が実施する健康調査アンケートの結
果を受け、要確認者に状況確認、保健指導
を実施

若林区 家庭健康課 〇 〇 なし なし

幼児健康診査

幼児の心身の発育・発達の健康状態を確認
するとともに、生活習慣の形成、育児につ
いての相談助言、医師・歯科医師等による
総合的な健診を実施

若林区 家庭健康課 〇 〇 〇 なし なし

3～4か月児育児教室
3～4か月の乳児の育児相談や小グループで
の情報交換を実施

若林区 家庭健康課 〇 〇 〇 なし なし

健康相談・教室等の母子
保健事業

妊婦や乳幼児への健康教育、育児相談、幼
児健診の事後教室等

若林区 家庭健康課 〇 〇 〇 なし なし

予防・まん延防止
マスクの着用、手指の消毒、定期的な換
気、飛沫防止パネルの設置など感染防止対
策を徹底

太白区
区内各課公
所

〇 〇 あり あり

区内における業務状況の
把握

コロナ感染等による区役所窓口の閉鎖など
を想定した、優先業務の見直しや応援体制
の確保

太白区
区内各課公
所

〇 〇 あり あり

市民利用施設・利用場所
における対応体制

感染者が来庁したため、一時、区役所を閉
鎖し、立ち寄ったフロアの噴霧による消毒
作業を行った。

太白区 総務課 〇 なし なし

太白区新型コロナウイル
ス感染症対策会議の開催

太白区各課の新型コロナ感染症についての
情報共有、課題検討を行う対策会議を開催
した。

太白区 区民生活課 〇 〇 あり あり

予防・まん延防止 飛沫感染防止用品の設置 泉区 総務課 〇 〇 なし なし

予防・まん延防止 手指消毒剤の窓口設置 泉区 総務課 〇 〇 〇 あり なし

予防・まん延防止 マスクを終日着用 泉区 総務課 〇 〇 あり なし

予防・まん延防止
感染防止に関する周知文の庁内掲示、総合
案内での配布

泉区 総務課 〇 〇 あり あり

予防・まん延防止 庁内放送 泉区 総務課 〇 〇 あり あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

関係各団体、機関等に対し通
知を行い、一定の対応ができ
た。

― ―
国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継続

全職員のマスク着用の他、ま
ん延防止策に一定の対応がで
きた。

― ―
国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継続

一定の対応ができた。 ― ―
国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継続

区内各課に対し、優先度合い
に応じた業務仕分け、及び他
区との応援・受援体制につい
て申し合わせを行った。

区間で同時多発的に罹患者が
発生した場合に業務の継続が
困難になる恐れがある。

―
国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継続

平成31年度1月特定健診実施対
象者に対して訪問をせず、電
話のみ対応に変更し、一定の
対応はできた。

手法を制限したことで感染予
防の対策としては成果があっ
たが、対象者との関係づくり
は薄くなった。

電話のみの対応で直接訪問す
ることができなかったため。

今回の手法に関しては、国内
の感染状況をみて適切な体制
で対応を継続する。

今年度4月より対応を検討し、
感染予防の対策を周知し実施
できた。

手法を制限したことで感染予
防の対策としては成果があっ
たが、対象者との関係づくり
は薄くなった。

訪問はしたが、感染予防の対
策として時間や距離の制限が
あったため、関係が深まりに
くかった。

今回の手法に関しては、国内
の感染状況をみて適切な体制
で対応を継続する。

3月より全市的に休止となり、
延期のお知らせを送付。支援
を要する対象者は電話等で相
談対応できた。

対象者への支援が薄くなっ
た。また、事務処理等が増大
した。

親子の状況を直接会って確認
することができなかった。

感染対策を実施し再開してい
る。休止中の対象者への健診
実施については本庁と連携し
対応する。

3月より全市的に中止となり、
延期のお知らせと資料を送
付。支援を要する対象者は電
話等で相談対応できた。

対象者への支援が薄くなっ
た。また、事務処理等が増大
した。

親子の状況を直接会って確認
することができなかった。

事業再開について、本庁と連
携し対応する。再開にあた
り、適切な実施方法を検討す
る。

3月より集団による事業は全市
的に中止となったが、支援を
要する対象者は個別に対応で
きた。

事業中止により、育児につい
ての不安軽減の機会が減少
し、孤立防止の支援が不十分
だった。

同じ立場の母親が、集い情報
交換することにより、不安が
改善する機会となっていた。

感染状況をみながら、再開に
向けて適切な実施方法を検討
する。

国内の感染状況や動向を注視
し、適切に対応できた。

防災用備品はあったが、マス
クや消毒用アルコールの追加
調達に苦慮した。

感染拡大による国内での需要
急増のため。

備蓄数の見直しや、供給ライ
ンの確保が必要である。

区内各課に対し、優先度合い
に応じた業務仕分け、及び他
区との応援・受援体制につい
て申し合わせを行った。

区間で同時多発的に罹患者が
発生した場合に業務の継続が
困難になる恐れがある。

―
国内の感染状況や動向に注視
し、適切な体制で対応を継続

迅速に（来庁が発覚した翌日
には）対応することができ
た。

― ― ―

各課の情報を共有し、太白区
の対策会議運営についても概
ね適切だった。

― ― ―

飛沫感染防止の用品（ビニー
ルシート・アクリル板等）を
購入して窓口に設置したこと
により、来庁市民、窓口対応
職員の安心感の向上につな
がった。

当区で飛沫感染防止の用品を
購入した後、店舗で品物不足
が生じた。

飛沫感染防止の用品の需要が
急増し、入荷が追い付かない
状況が発生したと思われる。

感染拡大に備え、飛沫感染防
止の用品を常備しておく必要
がある。

総務課で手指消毒剤を購入し
て庁内出入口や窓口に設置
し、適宜補充するようにした
ことで、来庁市民、窓口対応
職員の安心感の向上につな
がった。

今回は運良く消毒剤を購入す
ることができたが、今後、同
様のケースがあった場合に確
実に購入できるかは不明であ
る。

対応マニュアルにおいて、事
態の発生に備えた手指消毒剤
の確保を想定していなかっ
た。

感染が拡大した際に確実に消
毒剤を購入できるよう、予め
調達元を確保しておく必要が
ある。

各課公所にマスクを配付し、
全職員がマスクを終日着用す
ることができた。

マスクを一定数常備していな
ければ、全職員にマスクを終
日着用させられない可能性が
あった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、職員全員のマスク着
用を想定していなかった。

感染拡大に備え、マスクを一
定数確保しておく必要があ
る。

感染防止に関する周知文を庁
内に掲示したことで一定の対
応ができた。

― ― ―

庁内放送を毎日行うことで、
一定の対応ができた。

― ― ―
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

市民生活及び市民経済の
安定の確保

特別定額給付金等に関する問合せへの対応 泉区 総務課 〇 〇 あり なし

感染症発症に備えた消毒
作業実施業者の確保
※行動計画・マニュアル
に記載なし。

感染症が発生した際に庁舎内の消毒作業を
行う業者を確保

泉区 総務課 〇 〇 〇 なし なし

泉区新型インフルエンザ
等対策本部設置に伴う対
応

国により緊急事態宣言が発令された場合、
直ちに区対策本部を設置し、必要に応じ会
議を開催

泉区 区民生活課 〇 〇 あり あり

予防・まん延防止
感染拡大防止対策として、講演会・集会等
の人が集まる事業は中止または延期とし、
参加者にしっかり周知した。

泉区 家庭健康課 〇 〇 なし あり

予防・まん延防止
市民からの問い合わせや相談への対応のた
め、管理課への保健師派遣などの協力を
行った。

泉区 家庭健康課 〇 〇 なし あり

各課等における所管業務
の安定実施のための対応

カウンターへ飛沫防止アクリルパネルの設
置、カウンター等の定期消毒・執務室の換
気、消毒液の設置、マスクの配布と手洗い
及びうがいの励行、注意喚起のための庁舎
広報等を実施した。

秋保総合支所 総務課 〇 あり あり

市民利用施設・利用場所
における対応

施設のオープンスペースや駐車場の閉鎖・
再開の時期等の指示・広報を行った。ま
た、消毒液を入り口へ配置した。

秋保総合支所 総務課 〇 あり あり

職員の給与諸手当に関す
る業務

臨時の特殊勤務手当における取扱いを整備 消防局 総務課 〇 あり あり

職員の安全衛生に関する
業務

感染防止対策を周知 消防局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

職員の派遣等に関する業
務

職員の派遣の中止を検討 消防局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

職員の服務に関する業務 時差出勤の実施 消防局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

機械器具置場・消防団車
両の整備等に関する業務

活動時における感染防止対策としてマスク
及びアルコールを配備した。

消防局 総務課 〇 なし あり
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

課内で関連情報を共有し、各
種資料を事前に読み込むこと
で、電話や窓口での問合せ、
苦情などに一定の対応をして
きた。

・令和2年4月以降、特別定額
給付金事業等の問合せ、苦情
の電話が毎日区役所に多数寄
せられている。問合せの内容
は、特別定額給付金の申請方
法（オンライン申請、特例申
請含む）や申請書の配達時
期、記載方法、振込時期のほ
か、新型コロナウイルス感染
症の拡大により影響を受けた
生活困窮者への支援（緊急小
口資金特例貸付、総合支援資
金特例貸付）、中小企業への
支援（地域産業協力金、地域
産業支援金）など、多岐に及
んでいる。
・電話は、生活や事業運営に
困窮して切羽詰まった状況で
の連絡であり、また、中には
窓口で説明、回答を強く求め
られることもあるが、必要な
情報が不足している場合が多
く、その対応に苦慮してい
る。

事前に国等から特別定額給付
金事業等の制度概要や想定問
答などの情報提供が十分にな
かった。また、特別定額給付
金の申請方法や配達時期、記
載方法、振込時期など、具体
的な問合せがあった際に、市
民生活課に電話がつながらず
必要な情報を得られなかった
ため、適切に回答することが
難しいケースが多かった。

市民からの問合せなどに適切
に回答するため、適宜必要な
情報を共有することと、市民
生活課との連絡体制を常に確
保することが重要である。

泉区役所内でコロナウイルス
感染者が発生した際に、庁内
の消毒ができるよう個別に業
者に連絡を取っており、発生
に備え一定の準備ができてい
た。

発生直後に消毒の依頼をした
際に、業者側で消毒を行う体
制が整っていないことも想定
される。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

協定等により予め消毒を行う
業者を確保する必要がある。

緊急事態宣言発令後、直ちに
体制を移行し、区対策本部運
営についても適切だった。

― ―
市対策本部が設置された場合
は直ちに、区対策本部を設置
し対応する。

健診等を延期、教室事業を中
止するなどした。また、周知
は文書発送等により適切に
行った。

いつどのように事業を行う
か、あるいは中止するかな
ど、目安などがなく、随時の
判断を迫られる。

初めての事態で誰も経験して
いないため。

県内の感染症者発生動向等を
見極め、随時検討していく必
要がある。

管理課と随時相談の上、必要
時職員を交代で派遣し市民へ
の相談対応を適切に行った。

管理課対応を行う職員の負担
が増加する。

通常業務との兼務となってし
まうため。

当課事業の繁忙具合を見なが
ら、適宜、派遣回数を減らし
ていく。

職員全員で感染予防措置を徹
底することで、予防意識の向
上にもなり業務も滞りなく遂
行出来ている。

毎日マスクや消毒液を使用す
るので、在庫に余裕がない。

大量にマスクや消毒液の在庫
を常備する予算がなかった。

災害用・新型インフルエンザ
用等の在庫を、非常時に使用
できるようにする必要があ
る。在庫用の予算及び購入
ルートの確保が必要である。

感染拡大の予防措置として妥
当であった。

飲食スペースが不定期営業と
なったため、営業日・営業時
間の確認に苦慮した。

営業事業者との間に営業日程
表の提出義務がないため、調
整することが出来なかった。

前月末までに翌月分の営業日
程表の提出を依頼する。

新型コロナウイルス感染症の
患者又はその疑いがあると認
められる者を病院等へ搬送す
る業務について、臨時の特殊
勤務手当が支給されるよう整
備を進めた。

適切な対応が出来ている。 同左
支給対象や支給額等について
精査した後、手当を支給す
る。

早期より感染防止対策を周知
することで、職員の感染防止
に対する意識が向上した。

適切な対応が出来ている。 同左
感染状況に応じて、継続して
周知を行う。

派遣先で在宅勤務を実施する
等、感染防止について適切な
対応ができた。

適切な対応が出来ている。 同左
感染状況に応じて、派遣の中
止等について検討する。

早期より時差出勤を実施し、
公共交通機関の混雑緩和、職
員同士の接触低減を図ること
ができた。

適切な対応が出来ている。 同左
感染状況に応じて、継続して
時差出勤を行う。

団員の安全確保のため早期に
対応できた。

マスク等の確保が困難で少数
ずつ複数回の配備となった。

当該事態を想定しておらず、
感染防止対策用品が備蓄され
ていなかった。

感染防止対策用品の備蓄を行
う。

96



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

他団体の情報収集に関す
る業務

感染防止対策に係る他都市の状況について
情報収集した。

消防局 総務課 〇 なし あり

庁舎の維持管理
来庁者用消毒液や飛沫防止用ビニールシー
トの設置により、庁舎の感染防止策を図っ
ている。

消防局 管理課 〇 〇 〇 あり あり

予算・決算その他の経理
新型コロナウイルス関連の予算調整を行っ
ている。

消防局 管理課 〇 〇 あり あり

海外発生期における救急
体制の強化

感染防止資器材の確認・増強、廃棄物処理
体制の確立、現場到着時の渡航歴の聴取

消防局 救急課 〇 〇 〇 〇 なし あり

県内未発生期における救
急体制の強化

受入医療機関情報の収集、車内を分画した
救急車の配備

消防局 救急課 〇 〇 〇 なし あり

県内感染期における救急
体制の強化

傷病者の状態による緊急度判定の検討 消防局 救急課 〇 〇 なし あり

県内感染期における救急
体制の強化
【感染症類似傷病者の搬
送について】

新型コロナウイルス感染症基準非該当なが
ら発熱のある傷病者の受け入れに向けた取
り組みを行った。

消防局 救急課 〇 〇 なし あり

感染症の流行状況に応じ
た感染防止対策の設定

流行状況に応じ、感染防止対策を整理し活
動の円滑化を図るほか、資器材の活用体
制、プロトコールの設定を行った。

消防局 救急課 〇 〇 〇 なし なし

救命講習の縮小及び段階
的再開

仙台市全体のイベント取扱いに準じ市民を
対象とした救命講習について縮小して再開
を行った。

消防局 救急課 〇 〇 〇 なし なし

宮城県との連携

宮城県調整本部で実施した宿泊施設の療養
利用についてリアルタイムでの状況を情報
共有し、救急事案発生時の体制を確立し
た。

消防局 救急課 〇 〇 なし なし

感染防止資器材の備蓄体
制の確立

新型コロナウイルス感染症のような長期か
つ終息時期の不明確な感染症に対応できる
感染防止資器材の備蓄の在り方を検討す
る。

消防局 救急課 〇 なし なし

学校における感染防止対
策の徹底

市立学校における感染防止対策を徹底する
ため，消毒用エタノールやハンドソープ，
清掃用ペーパータオル等の感染症対策用品
を各校に配当した。

教育局 健康教育課 〇 〇 〇 あり あり

児童生徒の居場所づくり

小学校１～３年生（４月以降は４年生を含
む）と小・中学校特別支援学級に在籍する
児童生徒を対象に、保護者が仕事等により
休めず、自宅等で一人で過ごす場合、児童
クラブへの登録に関わらず、通常の授業時
間に該当する時間帯は学校で受け入れた。
ただし、新入学児童については午前中まで
とした。

教育局 教育指導課 〇 〇 〇 なし あり

休業期間中の児童生徒の
見守り

臨時休業期間において、教職員からの電話
連絡や訪問により児童生徒の見守りを行う
とともに、配慮を要する児童生徒につい
て、スクールソーシャルワーカーやスクー
ルカウンセラーによる相談支援を行った。

教育局 教育相談課 〇 〇 〇 なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

対応方針を決定し周知するこ
とができた。

各都市における消防団の状況
が様々であることから、対応
策の決定に時間を要した。

当該事態を想定しておらず、
対応マニュアル等が策定され
ていなかった。

今回策定した対応方針を、機
会を捉え随時検討を行う。

緊急事態宣言が発令された後
直ちに実施していたことで、
適切な感染防止策を維持でき
ている。

さらに感染拡大した場合を考
慮した感染防止策の検討が必
要である。

国や県から発出される感染予
測に応じた庁舎の感染予防策
を実施する必要がある。

各種通知や情報提供を注視
し、消防力の維持に支障が出
ないよう庁舎の感染防止策を
検討の上実施する。

局内の予算組み替え及び補正
予算の調整を適切に行った。

予算組み替えに当たっては、
事業実施の有無やその必要性
について関係各課から聴取
し、取りまとめるのに苦慮し
た。

全ての事業について、緊急性
及び優先順位を点検する必要
があった。

財政局へ補正予算について提
出する。

事案に応じた感染防止対策の
設定など必要な対策を講じ
た。

終息までの期間が不明確な状
況で感染防止資器材の備蓄数
量等について検討が必要であ
る。

同左

今後の対応状況や他都市の状
況を踏まえて適切な感染防止
資器材の備蓄体制を確立す
る。

健康福祉局と連携した情報収
集は円滑に行われ、専用救急
車も最大で3台を運用した。

限られた専用救急車での運用
は、配置署所から遠隔地で発
生した事案の対応に時間を要
することとなる。

専用救急車の適正配置など検
討を要する。

引き続き関係部署との情報共
有を密にするとともに、事案
ごとの出場体制を明確にす
る。

健康福祉局、医療機関と連携
し取組み、共通手順の作成に
至った。

共通手順の作成ができたが、
国、医療機関、保健所、消防
で緊急度判定基準を完全に統
一できていない状況にある。

国の方針を整理し、団体ごと
の緊急度判定基準を持つに至
るが、その置かれている状況
で異なる。

今後も消防、健康福祉部門、
医療機関の緊密な連携が必要
である。

関係機関と連携し仙台医療圏
の共通手順を作成した。病院
照会サポートシステムなども
活用した情報共有は活動の円
滑化につながっている。

発熱傷病者の病院収容につい
て整理が行われたが、感染症
の流行状況によっては共通手
順の見直しが必要である。

病院収容に長時間を要する事
案の縮減に向けた取り組みで
ある。市民から「たらい回
し」とみなされる事案の発生
は避けなくてはならないため
有効である。

流行状況によって医療機関の
受け入れ体制は変化すると見
込まれることから、現時点の
共通手順の活用では対応でき
ない時期への対策を検討しな
くてはならない。

その時期に応じた体制の在り
方を検討し、必要な対策を講
じた。

対策のオン・オフの基準につ
いて先を見据えた検討が必要
である。

感染防止の充実は隊員の不安
の払拭、救急隊員からの感染
拡大を防止するものであり、
重点的な取り組みが必要であ
る。

市内の陽性者の発生は予断を
許さないものであり、状況を
注視し、対策を行っていく。

仙台市全体のイベント取扱い
の方針に基づき対応した。イ
ベント再開に際しては三密を
避ける基準を明確に設定し
た。

基本的には全体の方針に準じ
た対応ではあるが、新しい生
活様式に準じたイベントの在
り方を模索した。

適切な対応ができている。
今後も新しい生活様式におけ
る救命講習の在り方を精査し
ていく。

必要な体制を確立し、情報の
共有を行った。

宿泊施設が市中心部でない場
合、仮に救急要請があっても
時間を要することが懸念され
た。

宿泊施設から救急要請はな
かったが、迅速に対応できる
体制は構築していた。

引き続き宮城県調整本部と連
携して対応する。

今後の検討が必要である。

現時点で適正な備蓄量の積算
ができていないため、今後の
対応や他都市の状況をもとに
備蓄量の算出を行う。

同左
現時点で最も大きな課題であ
り、情報収集と検討に努め
る。

感染防止対策のため、一定の
感染症対策用品を調達するこ
とが出来た。

感染収束が不透明な状況の
中，感染症対策用品が不足す
ることのないよう対応してい
く必要がある。

―
臨時休業時や再開後の用品使
用状況を検証し、今後どの程
度用品が必要か把握する必要
がある。

児童生徒の安全を確保すると
ともに、保護者に安心感を提
供することができた。

分散登校日と児童生徒の受け
入れが重なった日において、
対応する人員や場所の確保に
苦慮した。そこで、児童生徒
の受け入れの際は、必要に応
じて全職員で対応した。

児童生徒を受け入れる際、室
内の「密」を避ける必要があ
り、一教室当たりの人数を少
なくし、特別教室を含め複数
の教室を使用して対応したた
め。

児童クラブ担当課とも調整を
図りながら、受け入れ体制を
検討していく必要がある。

配慮を要する児童生徒の家庭
に直接電話連絡をしたり、学
校を通じて状態を確認し、対
応の助言を行った。

感染症対策の観点から対面で
の直接的な支援を行うことが
できなかった。

感染症拡大防止の観点から、
対面での支援が困難だったた
め。

今後の感染に係る影響を把握
しながら長期的な支援を行っ
ていく。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

休業期間中の家庭学習の
支援
(小・中学校)

臨時休業中の児童生徒の家庭学習を支援す
るため，５月以降，教職員がポスティング
や訪問等により学習課題や週間計画表の配
布を行うとともに，学習課題の返送等によ
り家庭学習状況の把握を行った。また，教
育委員会等のＨＰにおいて，家庭学習の進
め方や，学習に活用できる動画コンテンツ
の配信等を実施した。

教育局 教育指導課 〇 〇 なし あり

休業期間中の家庭学習の
支援
(高校、中等教育学校)

臨時休業中，生徒の家庭学習を支援するた
め，５月以降，学校の実情に応じて，学習
課題を郵送し期日を定め返送により家庭学
習状況の把握を行った。また，オンライン
上のコミュニケーションツールを活用して
のＨＲや家庭学習の進捗状況の確認，学習
動画コンテンツの配信などを行った。

教育局 高校教育課 〇 〇 なし あり

休業期間中の家庭学習の
支援（科学館）

科学館のＨＰにおいて，小中学生が理科の
家庭学習に活用できる動画コンテンツの配
信を行った。

教育局 科学館 〇 〇 〇 なし なし

テレビを活用した児童生
徒の支援

臨時休業により学校生活や学習の経験がほ
とんどない小学校１年生を対象に、学校生
活へのスムーズな適応を支援するため、県
と協力し、在仙民放各局からテレビ番組を
放送した。

教育局 教育指導課 〇 なし なし

感染症対策に留意したガ
イドライン資料等の送付

学校再開に向けて，新型コロナウイルス感
染症対策に留意した予防対策や指導の工夫
についてまとめたガイドラインをまとめ，
学校における活用を図った。

教育局
健康教育課
教育セン
ター

〇 〇 なし あり

学習の遅れへの対応（授
業の見直し１）

学校行事の精選や教科等の指導の重点化を
図るなど教育課程の見直しを行った。ま
た、長期休業中に授業日を設定し、授業時
数の確保に努めた。

教育局 教育指導課 〇 なし あり

学習の遅れへの対応（授
業の見直し２）

学校再開後の各教科における年間指導計画
を見直す際に参考となる弾力的な授業・単
元等の工夫例を学年ごとに作成し，学校再
開後の年間指導計画等での活用を図った。

教育局 教育センター 〇 なし なし

学習の遅れへの対応
（家庭学習及び指導方法
の工夫）

再開後の授業で対面指導を取り扱わないこ
とも可能と考えられる家庭学習の工夫例，
学校再開後の授業における指導の工夫例を
学年ごとに作成し,家庭学習の支援及び再開
後の授業の指導計画等での活用を図った。

教育局 教育センター 〇 〇 なし なし

学習の遅れへの対応（学
習支援員の配置）

長期間の臨時休業を踏まえ、児童生徒のき
め細かな学習支援とフォローアップを行う
ため、学習支援員の配置を行う。

教育局
学びの連携
推進室

〇 なし なし

学びのICT活用推進

新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔学習
の必要性が高まったことも踏まえ、児童生
徒一人一台端末の整備を進めるとともに、
学校教育におけるICT活用の更なる推進を図
る。

教育局 教育指導課 〇 〇 なし なし

99



評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

家庭学習に係る各種支援を実
施することが出来た。

　
早い段階における家庭学習支
援に努めたものの、校種や発
達の段階に応じた対応が難し
かった。

家庭学習支援に係る資料の準
備等について各種作業が発生
した。

今後の感染症流行への対応も
含めて、家庭学習時に迅速に
対応できる体制の構築が必要
である。

家庭学習に係る各種支援を実
施することが出来た。

各校が求める多様な家庭学習
支援に対して円滑に対応する
ために，関係部署との連携が
必要であった。

家庭学習支援に係る資料の準
備等について各種作業が発生
したもの。

今後の感染症流行への対応も
含めて，家庭学習時に迅速に
対応できる体制の構築が必要
である。

臨時休業の長期化に対応し，
児童生徒の学習の支援を行う
ことができた。

学校の学習課題との連携を
図っていく必要がある。

―
今後の感染症流行への対応と
して，事前の準備を進めてい
く。

登校準備の仕方や授業内容な
ど，学校生活を具体的にイ
メージできる内容としてまと
めており，小学校生活の円滑
なスタートに向けた一助とす
ることができた。

― ―
今後も必要に応じて県と連携
を図っていく。

学校における感染予防対策等
のアウトラインを示すことに
より，対応の目安として予防
対策及び指導に活かす資料と
なった。

新型コロナウイルス感染症の
拡大状況や学校規模等もあ
り，工夫例の提示としての表
し方となった。

―

今後も文部科学省通知及び
県・市の感染状況も鑑みなが
ら，適宜改訂していく必要が
ある。

昨年度の未指導分も含めて、
今年度内に指導するべき内容
を終えられる見通しを持つこ
とができた。

学校行事の実施については，
各学校の実情に応じた対応も
生じることから，一律の対応
を示すことは難しい。

―
教育課程編成のための支援の
在り方について検討を重ねる
必要がある。

工夫例を具体的に示したこと
によって，学校の実情に応じ
て活用を図る資料となった。

学校としては，授業時数削減
の視点での年間指導計画例の
提示を求める声も多かった。

前年度までの未履修の状況や
学校の実態等を考え，時数削
減の視点ではなく,弾力的な取
扱い例として示し，学校の実
情に応じた活用を図った。

6/5付文部科学省「学校におけ
る学習活動の重点化に係る留
意事項等」についてと併せて
活用を図るよう通知した。

工夫例を具体的に示したこと
によって，学校の実情に応じ
て活用を図る資料となった。

4月10日付文部科学省通知「新
型コロナ感染症対策のための
臨時休業に伴い学校に登校で
きない児童生徒の学習指導に
ついて」を受けて，作成を始
めたが，5月15日の通知とな
り，家庭学習の支援の面では
課題が残った。

前例のない資料の作成とな
り，作成までの検討及び作成
後の確認等に時間を要した。

年間を通した年間指導計画を
見直す際の参考となる資料と
して5/29付「年間指導計画に
おける弾力的な取り扱いの例
について」を発出している。

6月下旬より学習支援員の募集
を開始し，順次選考と学校へ
の配置を進めている。

教員経験者や大学生など，所
要の人材確保を進めていく必
要がある。

―
各小中学校へ学習支援員を配
置し、今年度末まで学習支援
を行う。

一人一台端末について，高速
大容量の校内ネットワーク整
備とあわせて，調達を進めて
いる。また，各家庭の通信環
境についてアンケート調査を
行った。

・臨時休業期間中はホーム
ページでの支援情報や動画コ
ンテンツの提供など，様々な
工夫を行い，ＩＣＴを活用し
た家庭学習支援に取り組んだ
が，ＩＣＴ利活用スキルの状
況等により各学校により対応
に濃淡があった。
・家庭の通信環境の状況に差
がある。

・動画を配信するためのマ
ニュアルが整備されていな
い。
・インターネット環境がない
家庭のほか、通信量に制限の
ある家庭も一定数ある。

・遠隔学習の充実を図るた
め、マニュアルの整備を進
め、あわせて教職員向けの研
修を充実していく。
・家庭の通信環境への支援に
ついては他自治体における事
例も参考に検討していく必要
がある。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

市有施設の利用休止、施
設での感染予防対策

・感染症防止拡大のため、臨時休館を実施
した。
・感染防止対策として、来館者用手指消毒
液や清掃用エタノール等を調達した。
・施設再開時における感染防止対策とし
て、一部設備・サービスの利用を休止とし
たほか、飛沫防止用アクリル板等を整備し
た。（局内所管の一部施設のみ実施）
・施設利用者に、マスク着用や手指消毒の
推奨案内やソーシャル・ディスタンス確保
等の呼びかけを、施設内やホームページに
て周知を実施した。

教育局

生涯学習
課、文化財
課、博物
館、科学
館、市民図
書館、生涯
学習支援セ
ンター

〇 〇 〇 なし なし

各局区新型インフルエン
ザ等対応マニュアルや各
種ガイドラインの作成等

市行動計画を踏まえた各局区新型インフル
エンザ等対応マニュアルや各種ガイドライ
ン等を作成し、必要に応じて見直しを行
う。

水道局
水道危機
管理室

〇 あり あり

危機対策本部設置に伴う
対応

局内の指揮体制及び情報連絡体制を確保す
るため、対策本部設置と同時に情報連絡室
を設置する。

水道局
水道危機
管理室

〇 なし あり

新型インフルエンザ等対
策本部設置に伴う対応

局内の指揮体制及び情報連絡体制を確保す
るため、対策本部設置と同時に情報連絡室
を設置する。

水道局
水道危機
管理室

〇 なし あり

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

水道事業継続のための業務優先度を設定 水道局
水道危機
管理室

〇 あり あり

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

罹患職員の増加に伴い、出勤職員が減少し
た場合における業務の安定実施の確保のた
めに必要なマニュアル等を作成する。

水道局
水道危機
管理室

〇 あり あり

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

対策本部等からの情報を局内各課室等へ随
時伝達

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 〇 なし あり

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

・マスク着用義務、手洗い・消毒の励行
・職員の出勤状況や業務状況の集約
・定期的な換気、習慣化（庁舎内一斉実
施）
・委託業者等への対応（感染予防措置の徹
底を指示、感染者の発生状況の情報交換要
請）

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 〇 あり あり

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

浄水場業務経験者（バックアップ候補者）
の腸内細菌検査（局職員・公社職員）

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 なし あり

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

在宅勤務（浄水場及び水質管理課のみ） 水道局 総務課 〇 〇 なし なし

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

・時差出勤
・休憩時間（昼休み）の弾力的運用
・休暇取得、超過勤務縮減の推進

水道局 総務課 〇 〇 〇 なし なし
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事業に対する評価等

・感染防止対策のため，一定
の感染症対策用品を調達する
ことが出来た。
・施設利用者の大半がマスク
を着用して利用した。

感染収束が不透明な状況の
中，感染症対策用品が不足す
ることのないよう対応してい
く必要がある。

―

臨時休館時や再開後の利用者
数や用品使用状況を検証し、
今後どの程度用品が必要か把
握する必要がある。

仙台市新型インフルエンザ等
対応マニュアル（水道局）を
作成しており、実施体制や各
種対応に関して参照したが、
マニュアルの内容としては見
直しが必要なものであった。

今回の感染症対策として、局
が対応すべき内容を網羅でき
ていなかった。

今回レベルの感染症の発生を
想定していなかった。

対応マニュアルの見直しにつ
いて検討する。

情報連絡室運営について概ね
適切であった。

― ―
今後も適切かつ迅速な運営を
行う。

情報連絡室運営について概ね
適切であった。

― ―
今後も適切かつ迅速な運営を
行う。

出勤抑制や職員に感染者が発
生した場合等に、必要最低限
水道事業を継続するための準
備ができた。

業務優先度に沿って事業を実
施した場合に、業務によって
は業務経験者等を配置するな
ど、人員の融通について状況
に応じた対応が必要になるこ
と。

業務によっては専門性の高い
業務があるため。

業務優先度に沿って事業を実
施することとなった場合に、
局の最優先業務である浄水場
の運転を継続するのに必要な
職員の人員を確保するため、
当該職員の感染防止につい
て、今後も徹底する。

浄水場職員について、出勤職
員が減少した場合における運
用に関して、新型コロナウイ
ルス感染症の状況を踏まえ新
たに検討し、当該事象発生時
に備えることができたが、実
際は発動に至らなかった。

局の最優先業務である浄水場
の運転を継続するために必要
な職員が減少した場合の運用
に関して、新型コロナウイル
ス感染症の状況を踏まえ新た
に検討したものの、局内全体
として同等の検討を行うまで
には至らなかった。

局の最優先業務である浄水場
の運転を継続するために必要
な職員が減少した場合につい
て、新型コロナウイルス感染
症の状況を踏まえ新たに最優
先で検討したため。

出勤職員が減少した場合にお
ける運用に関して、新型コロ
ナウイルス感染症の状況を踏
まえ更に検討を行う。

対策本部等の情報については
局内に遅滞なく共有できた。

― ― 今後も適切かつ迅速に行う。

感染防止策として一定の効果
があったと考える。

― ― 今後も適切に行う。

水道供給継続のための局内応
援体制の準備ができた。

― ― 今後も適切に行う。

感染防止策として一定の効果
があったと考える。

今回の実施に関して特段の課
題はなかったものの、更に長
期化した場合の取扱いについ
て検討する必要があった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

当該内容に係るルール作り
や、対応マニュアルへの追記
について検討する。

感染防止策として一定の効果
があったと考える。

対応マニュアル等に記載して
いなかった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

当該内容に係るルール作り
や、対応マニュアルへの追記
について検討する。

102



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

局内における所管業務の
安定的実施のための対応
体制

・公用車の対策（運転日誌に同乗者記載、
窓の開放、エアコン外気モード切替等）
・会議等の対策（規模縮小、隔離、換気）
・来庁者への対応（アルコール消毒の徹
底、接触機会縮減のための臨時的措置（郵
送等の活用）、営業等外部来庁者の入庁自
粛要請）
・事務室分散化（浄水場及び水質検査セン
ター）

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 〇 なし なし

各課室等における所管業
務の安定的実施のための
対応体制

・委託業者等への対応（工事中止願・工事
延期願への柔軟な対応）
・対面業務におけるシールド（フィルム
等）の設置

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 〇 なし なし

市民利用施設・利用場所
における対応体制

局庁舎や局所管市民利用施設（水道記念
館）のフロアごとに、立ち入り制限等を行
う。

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 〇 あり あり

市民利用施設・利用場所
における対応体制

局所管市民利用施設（水道記念館）の感染
防止対策や休館の実施

水道局
総務課
営業課

〇 〇 〇 あり あり

対策の事後検証
第一波の終息後、新型インフルエンザ等の
発生に伴う対応及び各種記録を基に各種対
策の検証を行う。

水道局
水道危機
管理室

〇 あり あり

情報提供体制
市民参加行事等の対応（PR事業等の中止・
延期・見合わせ）

水道局 営業課 〇 〇 〇 あり あり

情報提供体制

水道局ホームページ及び広報紙により、市
民に対し次のとおり情報提供
・水道水による手洗い励行の呼びかけ
・水道水の安全性を周知

水道局
水道危機
管理室

〇 〇 〇 なし あり

市民生活及び市民経済の
安定の確保

浄水処理薬品等のストック確認、市場調達
動向の確認

水道局
国見浄水課
茂庭浄水課

〇 〇 なし あり

市民生活及び市民経済の
安定の確保

水道料金の支払い猶予 水道局 営業課 〇 〇 〇 なし なし

市民生活及び市民経済の
安定の確保

水道料金の減免（令和2年7月及び8月検針
分）

水道局 営業課 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

感染防止策として一定の効果
があったと考える。

対応マニュアル等に記載して
いなかった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

当該内容に係るルール作り
や、対応マニュアルへの追記
について検討する。

感染防止策として一定の効果
があったと考える。

対応マニュアル等に記載して
おらず、対応に苦慮するもの
もあった。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかった
ものもあった。

当該内容に係るルール作り
や、対応マニュアルへの追記
について検討する。

感染防止策として一定の効果
があったと考える。

― ― 今後も適切に行う。

【来館者同士による感染防止
の観点】
・来館者への感染防止に係る
周知や密集を避けるための取
り組みついて、来館者のご理
解・ご協力もいただきなが
ら、運営できている。
【運営の観点】
・5月19日からの一部開館以
降、一日おおむね50名の来館
者数で推移しており、例年と
同じ傾向で推移している。

【来館者同士による感染防止
の観点】
・館内展示ゾーンの開放時期
や、触れることができる展示
物の取り扱いについて、未定
であること。
【運営の観点】
・小学校の課外授業等団体に
よる来館が、例年に比して見
込めないことから、通年での
来館者数が減少する可能性が
高い。
・小学校での授業数確保に伴
う課外授業の減少や水道記念
館の立地場所に起因し、貸切
バスなど密集を伴う移動とな
ることなどから、団体による
来館者数の減少が見込まれ
る。

―

来館者へのマスク着用や手指
の消毒、密集が発生しない館
内備品の配置など、既存の取
り組みを継続するとともに、
来館者及び館内従事者の感染
防止に資する対策について、
情報収集のうえ採用について
検討する。

第一波を受け、局内からの意
見を集約し、第二波、第三波
に備えた対応方針を決定し
た。

局内から広く意見集約の上、
決定しており、各対策ごと実
現可能性も含め現在検討して
いる。

対策の中にはこれまで行った
ことのないものもあるため、
検討に時間を要する。

進捗管理を行い、実現できる
ものは適宜行っていく。

・３密状況、濃厚接触機会の
発生を抑止し、新型コロナウ
イルス感染リスクを排除でき
たことにより、局事業による
新型コロナウイルス感染の発
生、感染拡大を防げた。
・早期の事業中止、延期決定
により混乱なく対応を進める
ことができた。

・首都圏を中心として、感染
者が増加している状況があ
り、今後、第2波、第3波の発
生も懸念される。他部署での
対応状況も参考としながら今
後予定されている各事業（延
期としていた事業も含む。）
の実施等を早期に判断、混乱
することなく対応を進める必
要がある。
・イベント等を開催する場
合、感染防止策が課題とな
る。

―

・今年度予定される各事業に
ついて、できるだけ早期に実
施有無を判断する。
・実施と判断した事業につい
ても感染の拡大状況を踏ま
え、直前でも中止する。
・事業を実施する場合、充分
な感染防止策を講じる。
・リモートで対応できる事業
はリモートで実施する。
・常に臨機応変、適時適切な
対応を進める。

感染防止に効果がある手洗い
と水道水の安全性について周
知できた。

― ― 今後も適切に行う。

浄水処理を安定継続するため
の確認ができた。

― ― 今後も適切に行う。

市民の経済的負担の緩和に一
定の効果があった。

― ―
今回の新型コロナウイルス感
染症の影響による水道料金の
支払いの対応を適切に行う。

市民の経済的負担の緩和に一
定の効果があった。

― ―
7月、8月検針分の減免処理を
適切に行う。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

対策物資の調達等
物資及び資材の備蓄等

マスクを配備した上で、バス乗務員、駅務
員、地下鉄運転士等に着用を指示。また、
地下鉄主要駅の券売機付近や各定期券発売
所窓口・交通局本局庁舎等に手指消毒用ア
ルコールを設置

交通局 総務課 〇 〇 〇 あり あり

バス車内のポスター掲示や地下鉄の車内放
送・地下鉄駅の構内放送・ホームの案内表
示器等でお客様へ咳エチケットなど感染症
対策への協力の呼びかけを発信

交通局
業務課
営業課

〇 〇 〇 なし あり

案内放送、チラシの配布等によりバス・地
下鉄車内での会話を控えていただく旨の呼
びかけを実施

交通局
業務課
営業課

〇 なし あり

Web会議の実施
※行動計画・マニュアル
に記載なし

5月11日開催の外部有識者会議「仙台市交通
局中期経営計画検討委員会」について、委
員の一部が在宅勤務となっていたことや、
緊急事態宣言下であることを踏まえ、Zoom
を用いてWeb上で開催した。一般の傍聴およ
び取材は不可とした。

交通局 経営企画課 〇 なし なし

定期券の特例払い戻し
※行動計画・マニュアル
に記載なし

学校の一斉休校や緊急事態宣言により定期
券が不要となった利用者が発生したが、当
該事態下では、払戻し手続きのために窓口
を訪れることができない又は訪れることが
望ましくないことから、最終利用日にさか
のぼって払い戻す特例を設け、緊急事態宣
言終了後等に手続きするよう呼びかけた。

交通局 経営企画課 〇 〇 〇 なし なし

バス車内の換気
※行動計画・マニュアル
に記載なし

バス車内の右側前・左側後窓の開放、バス
停停車時や待機場所での前・中扉の開放、
換気扇の活用などを行うことで、お客様や
乗務員の感染防止を実施

交通局 業務課 〇 〇 なし なし

車内等での感染防止対策
バス車内の消毒を行い、お客様や乗務員の
感染防止を実施

交通局 整備課 〇 〇 〇 なし あり

バス車内の飛沫感染防止
対策
※行動計画・マニュアル
に記載なし

運転席側最前列の座席について着座の制限
を実施するとともに、運転席周辺へのビ
ニールカーテンを設置

交通局 整備課 〇 〇 なし なし

市内での感染対策
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

流行の初期においては、局で
予め備蓄していたマスク・消
毒液を配備し対応を行ってお
り、新型インフルエンザ対応
行動計画等に則り、局で日頃
からマスク・消毒液の備蓄を
していたことが功を奏した。
一方で、2月以降に入手が困難
となり、在庫が逼迫する状況
となった。

マスク・消毒液の調達が困難
となった時期があった。さら
なる感染拡大に備え、感染が
落ち着いている時期にある程
度の備蓄が必要である。

物品が入手困難となった際に
各局が個別に入手に奔走する
のではなく、全市的にまとめ
て物品を確保し各局に配分す
る方が、より柔軟かつ安定的
な対策が可能になると考え
る。

これまでの調達及び配備状況
を分析し、計画的な物品の購
入を行い、さらなる感染拡大
への対応も含めた長期的な対
応に備える。

感染症対策への協力の呼びか
けの発信等により、バス・地
下鉄のほとんどの利用者には
マスクの着用にご協力いただ
いている。

マスクの着用をしていないバ
ス・地下鉄の利用者が一定数
いる。

「新しい生活様式」の実践が
求められる中で、一事業者に
よる呼びかけに加えて、行政
としてもマスクをしていない
市民に対して、マスク着用の
呼びかけが求められる。

交通局としては、引き続きお
客様に対して、咳エチケット
など感染症対策への協力の呼
びかけを発信していく。

会話を控えていただく旨の呼
びかけの発信等により、バ
ス・地下鉄のほとんどの利用
者は会話を控えていただいて
いる。

車内で会話をしているバス・
地下鉄の利用者が一定数い
る。

一事業者による呼びかけに加
えて、行政としても「新しい
生活様式」の実践を定着させ
るための呼びかけが求められ
る。

交通局としては、引き続きお
客様に対して、車内での会話
を控えていただく旨の呼びか
けを発信していく。

5名の外部委員のうち4名がリ
モートで参加。大過なく委員
会を実施できた。

急な対応であったため、Web会
議に必要な機器、通信回線及
びZoomの有料アカウントはす
べて借用で対応した。
局では複数の出席者が1台の
iPadを共用したが、画面を皆
で見ることができない、音声
が聞き取りづらい等の不便さ
があった。

交通局内にWeb会議用の機器
（WEBカメラ、スピーカーフォ
ン等）、通信回線及びZoomの
有料アカウントがなかったこ
とによる。

さらなる感染拡大に備える必
要があることや、民間企業等
へリモートワークが普及拡大
していることを踏まえると、
個別の課や個別の会議ごとで
はなく、市役所全体として恒
常的にWeb会議が可能な体制を
整えるべきである。

一斉休校及び緊急事態宣言下
において払い戻しのお客さま
が窓口に集中する事態を避け
られた。

①特例実施には連絡定期券を
発売している他社（宮城交
通、JR東日本）との調整を要
するため、調整中に通常ルー
ルで払い戻してしまったお客
さまへの事後対応が必要と
なった。
②特例の実施を知らずに定期
券を利用し特例の対象外と
なってしまったお客さまから
のクレームが発生した。
③交通局が市役所の一組織で
あることを理由に、経済支援
的な観点からより手厚い特例
対応を求める声があった。

①払い戻しにおける前提や計
算式などのルールはホーム
ページや駅、定期券発売所で
の掲示により周知を図ってい
たが、能動的に情報を取得し
にいかないお客様へ情報が行
き渡らなかった。
②連絡定期券を発売している
他事業者と事前に払い戻しの
ルールなど協議していなかっ
たことから調整に時間を要し
たと考える。
③経済支援的観点からの特例
実施は、交通局の経営体力を
踏まえると困難である。

お客さまへの効果的な周知方
法や、他事業者との迅速な調
整手法について検討する。

窓やドアの開放などの車内換
気は、感染防止には有効な対
策であり、お客様からの要望
でもあることから、実施する
にあたり、乗務員やお客様か
らの協力への理解は得てい
る。

「窓が開いていない」とのご
意見がある他、バス停停車時
に両方のドアの開放を実践し
ていない車両が見受けられ
る。

乗務員は、窓を開放すること
や、乗客の利用がない扉を開
けることの習慣がない。ま
た、乗客が窓を閉める場合が
ある。

乗務員への働きかけとして、
窓・ドアの開放を実施するこ
との声掛けを行うとともに、
お客様には、引き続き車内放
送や、車内ポスター等で車内
換気対策の協力を依頼する。

早期に実施可能な範囲で開始
し、順次実施回数を増やし対
策を行った。

委託している清掃業者に消毒
業務を依頼したが、人員等に
限りがあることや、業種から
比較的高齢の方が従事してお
り、臨時的な業務量の増加に
すべて対応して頂くことが困
難であった。
また、消毒用のアルコールを
緊急的に購入したが、消毒液
の不足や購入後の保管等に苦
慮している。

清掃業者として、臨時業務の
対応期間が分からない中、新
たな雇用はリスクがあり、対
応には限界があることは止む
を得ない状況と考える。ま
た、不足している回数を補う
だけの業務を別の業者と契約
することも、困難である。
消毒用アルコールについては
今後、取り扱いを定める必要
がある。

抗菌加工の施工による消毒業
務の負担軽減を検討する。

乗務員及び利用者の飛沫感染
対策として一定の効果はある
ものと考える。

飛沫感染対策として設置した
ものは、ビニールシートの
為、耐久性に不安があり長期
間の使用に課題が残る。

急遽設置が決定したことや早
期に取り付ける必要もあった
こと、更には車両の構造上、
材質や設置方法に制約があっ
た。

新型コロナウイルス感染症の
今後の対策等を見ながら、そ
の他の手法について検討す
る。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

定期券発売所での飛沫感
染防止対策
※行動計画・マニュアル
に記載なし

定期券を扱う4か所の営業所（実沢営業所、
白沢出張所、霞の目営業所、東仙台営業
所）に、感染拡大防止のためビデオフォン
やアクリル板を設置

交通局 業務課 〇 〇 なし なし

バスのダイヤ変更
※行動計画・マニュアル
に記載なし

緊急事態宣言の期間延長や学校の休校期間
延長等の影響で、利用者が減少しているこ
とを受けて、5月にダイヤ変更による減便を
実施

交通局 輸送課 〇 なし なし

地下鉄の車内換気
※行動計画・マニュアル
に記載なし

平日ラッシュ時間帯に南北線では1車両につ
き2箇所の窓開け、東西線では強制換気によ
り外気との循環を実施

交通局
施設課
（車両課）

〇 〇 なし なし

車内等での感染防止対策 地下鉄車内の消毒を実施 交通局
施設課
（車両課）

〇 〇 〇 〇 なし あり

駅窓口の飛沫感染防止対
策
※行動計画・マニュアル
に記載なし

地下鉄駅の窓口に透明の間仕切りを設置 交通局 営業課 〇 〇 なし なし

地下鉄のダイヤ変更
※行動計画・マニュアル
に記載なし

緊急事態宣言による外出自粛要請により、4
月の地下鉄利用者数が大幅に減少したこと
から、5月に減便や、特別ダイヤでの運行を
実施

交通局 営業課 〇 〇 なし なし

密集を避ける対策
※行動計画・マニュアル
に記載なし

地下鉄で分散乗車の呼びかけや、地下鉄混
雑状況の公表を行うなど、車内での密集を
避ける対策を実施

交通局 営業課 〇 なし なし

局新型インフルエンザ等
対策本部設置に伴う対応

県内で感染者が発生した場合、対策本部を
設置し、必要に応じ本部会議を開催する。

ガス局 総務課 〇 〇 〇 なし あり

事業運営体制の維持・強
化

所管業務を継続業務と縮小業務に整理し、
事業運営体制を維持・強化する。

ガス局 総務課 〇 〇 あり あり

時差出勤の導入
職員の出退勤時間を3つに区分した時差出勤
制度を導入し、通勤時における感染防止を
図る。

ガス局 総務課 〇 〇 〇 あり なし

職務専念義務の免除項目
の追加

職員が発熱した場合や濃厚接触者となった
場合、学校の臨時休業に伴い子を養育する
場合等を、職務専念義務の免除項目として
追加

ガス局 総務課 〇 〇 〇 なし なし

執務場所の分散化
局内全課を対象に会議室等を利用して執務
室を分散化。（5月29日終了）

ガス局 総務課 〇 〇 なし なし

昼休憩の分散化
職員の昼休憩を2つの時間帯に区分した分散
化。（5月29日終了）

ガス局 総務課 〇 〇 なし なし

情報収集及び周知
市・関係団体等を通じて、感染状況等に関
する情報を入手するとともに、迅速かつ適
切に局内関係部署に周知する。

ガス局 総務課 〇 〇 〇 あり あり

職員等への感染の予防の
ための措置

咳エチケット等の感染予防に関する意識啓
発に努めるとともに、事業継続性の観点か
ら職員に対し備蓄マスク等の衛生用品の配
布を行う。

ガス局 総務課 〇 〇 〇 あり あり

ガス料金支払期限の延長

国からの要請を受けて、生活福祉資金貸付
制度の「緊急小口資金」「総合支援資金」
の貸し付けを受け、一時的にガス料金の支
払いが困難となっている需要家を対象に、
2020年2、3、4、5、6、7、8月検針分のガス
料金の支払期限をそれぞれ1か月延長する措
置を実施

ガス局 経営企画課 〇 〇 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

定期券発売営業所等の窓口に
おいて、来所される方との飛
沫感染防止対策として非常に
有効である。

― ― 引き続き設置を継続する。

ダイヤ変更作業に時間を要し
たため、実施時期が遅くなっ
た。

ダイヤ変更作業に伴う様々な
作業を短期間で行わなければ
ならず、対応に苦慮した。

通常ダイヤ変更作業は約3か月
程度必要となるため、それに
伴う様々な作業時間の確保が
できない。

第二波が生じた場合のダイヤ
変更作業をあらかじめ進め、
対応できるように備える。

密閉空間の解消として効果が
あった。

換気中の冷暖房効果が低くな
る可能性がある。

冷暖房は換気中に行うことを
想定されていない。

今後に車内温度等を測定し、
冷暖房効果の検証を進めてい
く。

地下鉄車両を媒介した感染の
拡大は確認されておらず、一
定の効果があったと考えられ
る。

頻回な消毒作業による負担
増。

乗客が手を触れる部分が広範
にわたる。

車内の抗菌コーティング等の
感染防止対策も検討してく。

飛沫感染防止に効果があっ
た。

― ― 引き続き設置を継続する。

平日朝の通勤時間帯と比較し
て、車内は混雑しなかった。

いわゆる三つの密の回避を呼
びかけている中、利用状況に
合わせた減便の措置が利用者
に理解を得られたとは言い難
い。

混雑状況が想定内であって
も、密集等に対して利用者が
敏感になっている。

適切な運行ダイヤを検討して
いく。

分散乗車の呼び掛けによっ
て、混雑している先頭車両で
はなく、中間車両から乗車す
ることで、車内の密集を避け
ることに一定の効果があっ
た。

混雑している先頭車両から乗
車する利用者が一定数いる。

ホームの階段降り口付近が先
頭車両に近いため、そこから
乗車することが習慣になって
いる利用客が一定数いる。

交通局としては、引き続きお
客様に対して、分散乗車の呼
びかけ等、車内での密集を避
ける対策を実施していく。

県内で感染が確認された後、
直ちに体制を移行し、本部運
営についても適切であった。

― ―
感染状況等を注視しながら、
適切な体制で対応を継続す
る。

優先業務と縮小業務の整理を
適切に行い、安定供給と保安
の確保を継続することができ
た。

マニュアル上縮小とされる一
部法定業務について、法定で
あるが故に国の判断を待つ格
好となり取り扱いに苦慮し
た。

ガス事業法に規定される法定
業務であり、国による特例措
置の実施が必要であることが
要因

業界の指針に準拠した優先・
縮小の考え方としており、今
後の業界の方向性等を踏まえ
ながら必要に応じてマニュア
ルを修正するなど適切に対応
していく。

感染状況等に応じ対象を拡大
するなど適切に対応すること
ができた。

制度を利用する職員が少な
かった。

ほとんどの職員が自家用車通
勤であることが要因

感染状況等を注視しながら、
制度を継続する。

感染状況等に応じ対象を拡大
するなど適切に対応すること
ができた。

追加された職務専念義務免除
の適用条件に合致せず、有給
休暇対応となった状況があっ
た。

感染状況に応じて急遽かつ順
次拡大された制度であり、個
別の状況により適用条件に合
致しないことはやむを得ない
ものと考える。

感染状況等を注視しながら適
切に対応する。

会議室等を有効利用したほ
か、各所属間で職員の配置を
入れ替える等の工夫をしなが
ら実施できた。

利用可能スペースの確保や端
末設置等の環境整備に苦慮し
た。

利用可能な執務スペースが限
られていることが要因である
が、各所属間で職員の配置を
入れ替える等の工夫をして対
応した。

感染状況等を注視しながら、
今回の知見を活かし適切に対
応する。

主に食堂利用時における感染
防止啓発に取り組み、密集、
密接の防止を図ることができ
た。

― ―

引き続き食堂利用者への感染
防止啓発に努めるとともに、
感染状況等を注視しながら適
切に対応する。

市及び日本ガス協会を通じた
情報収集に努め、局内に対し
迅速かつ適切に情報提供を行
うことができた。

― ―
引き続き情報収集に努めなが
ら、局内に対し迅速かつ適切
に情報提供を行う。

局内LAN等を通じ適切に意識啓
発を行ったほか、マスク等の
衛生用品の配布も滞りなく実
施することができた。

マスク、消毒用アルコールの
確保に苦慮した。

全国的な需要の高まりによる
供給不足が要因

引き続き感染予防に関する意
識啓発に努めながら、マスク
等の衛生用品の備蓄を進め
る。

感染拡大に伴う社会情勢等を
踏まえながら迅速に対応し、
影響を受けた需要家の生活支
援に一定の効果があったと考
えている。

― ―

感染状況等を注視するととも
に、経済産業省及び日本ガス
協会からの要請等も踏まえな
がら適切に対応していく。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

需要家に向けた広報
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた
ガス局の取り組みについて、需要家に対し
局ホームページを通じた広報を行う。

ガス局 経営企画課 〇 〇 〇 あり あり

局ショールームの臨時休
館

国による緊急事態宣言を受け、局ショー
ルーム「ガスサロン」を臨時休館

ガス局 営業企画課 〇 〇 あり あり

料理教室の中止
国内での新型コロナウイルス感染症の拡大
を受け、調理・飲食を伴う料理教室の開催
を中止（6月20日再開）

ガス局 営業企画課 〇 〇 〇 あり あり

子どもの家庭学習（食
育）支援

家庭での学習支援、食育の一環として、子
どもがひとりでも安全・簡単に調理ができ
る「子どもが作るレシピ」を局ホームペー
ジで公開

ガス局 営業企画課 〇 〇 なし なし

施設窓口における感染症
予防対策

施設窓口にアルコール消毒及び飛沫感染防
止フィルムを設置するとともに、利用者に
対して感染症拡大防止の協力依頼等を記載
したチラシの掲示を行った。

ガス局 営業企画課 〇 なし なし

武漢滞在歴申告ポスター
の掲示

武漢市滞在歴のある患者に対して申し出を
促す周知ポスターを院内に掲示した（英
語・中国語含む）。

市立病院
医療安全管
理課

〇 なし なし

入院患者への面会制限

院内感染防止のため、面会の制限を実施し
た。ただし、入退院の付添い、手術当日、
日用品の受け渡し等の病院側で必要と判断
したものを除いた。また、15歳以下の子は
一切面会不可とした。

市立病院
医療安全管
理課

〇 なし なし

入院患者への面会禁止
院内感染防止のため、入院患者への面会禁
止を実施した。

市立病院
医療安全管
理課

〇 〇 〇 なし なし

院内対策検討会議の設置
院内の指揮体制・情報連絡体制確保のた
め、院内幹部、感染対策室等をメンバーと
する会議体を設置

市立病院 総務課 〇 〇 〇 なし あり

時差出勤の導入
感染拡大防止のため、勤務区分の弾力的な
設定を可能とした。4月下旬に対象職員及び
勤務区分を拡大

市立病院 総務課 〇 〇 〇 なし なし

医療用資材の使用量抑制

サージカルマスクの供給不足に伴い、院内
の使用量抑制を実施。以後、N95マスク、
サージカルガウン等の不足物資についても
使用量の抑制や代替品の使用を実施した。

市立病院 財産管理課 〇 〇 〇 なし なし

電話診察・FAX等による処
方箋送付

慢性疾患を有する定期受診患者が継続的な
医療・投薬を希望する場合に、電話診察・
FAX等による処方箋送付を実施

市立病院 経営医事課 〇 〇 〇 なし なし

感染症病棟以外の陽性患
者受入れ

市内での感染拡大に伴う陽性患者の入院受
入れ増加により、感染症病棟以外の病棟の
一部個室への陽性患者受入れを実施した。

市立病院
医療安全管
理課

〇 〇 〇 なし なし

開館時間の短縮
院内感染防止のため、開館時間の短縮を
行った。

市立病院 財産管理課 〇 〇 〇 なし なし

病院入口での発熱スク
リーニング

院内感染防止のため、来院者に対して正面
入口で検温を実施

市立病院 財産管理課 〇 〇 〇 なし なし

リハビリテーション室利
用時間の分離

院内感染防止のため、入院患者と外来患者
のリハビリテーション室利用時間を分離し
た。（～5月26日）

市立病院
リハビリ
テーション
科

〇 〇 なし なし

妊婦検診時の家族付添、
夫の立会分娩を中止

院内感染防止のため、妊婦検診時の家族付
添と夫の立会分娩を中止した。

市立病院 経営医事課 〇 〇 〇 なし なし
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事業に対する評価等

迅速な情報発信に努め、状況
に応じ随時更新を行う等適切
な情報発信を行うことができ
た。

― ―
引き続き迅速かつ適切に情報
発信を行っていく。

県内での感染者が確認された
段階で迅速に市民利用スペー
スの休止を決定し、その後、
感染状況等に応じ臨時休館と
するなど適切に対応すること
ができた。

― ―

来館者に対し感染防止対策へ
の協力を依頼しながら運営を
継続する。なお、第2波の発生
等感染状況に応じ、市民利用
スペースの再休止を含め適切
に対応する。

参加者の安全を最優先に考
え、県内での感染者が確認さ
れた段階で迅速に中止を決定
し、既申込者への中止連絡や
局ホームページを通じた広報
を適切に行うことができた。

― ―

マスク着用や検温、人数制限
等の感染防止対策をとりなが
ら安全に配慮して開催する。
なお、第2波の発生等感染状況
に応じ、再中止を含め適切に
対応する。

安全・簡単に調理できる魅力
的なレシピ開発に取り組み、
学校の臨時休業に伴う子ども
の学習支援として一定の成果
があったと考えている。

― ―

簡単レシピ以外にも楽しめる
ようなコンテンツを追加する
等、引き続き支援を継続す
る。

施設窓口における感染症拡大
防止対策が図れたものと認識
している。

一部の箇所で飛沫感染防止
フィルムの入荷が遅れた。

全国的な需要の高まりによる
供給不足が要因。

引き続き、利用者に対して感
染症拡大防止の協力を依頼し
ながら対策の徹底に努める。

該当する患者はいなかった
が、来院した患者の目に留ま
るよう周知を行った。

交流企画課へ翻訳依頼した
が、急な対応となり、適切な
作業期間を提示できなかっ
た。

行動計画や対応マニュアルに
おいて、当該内容に係る事態
の発生を想定していなかっ
た。

行動計画や対応マニュアルへ
当該内容の反映が必要であ
る。

院内感染が起きていないこと
から、院内への持ち込み事例
を防いでいると推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

―
4月1日に入院患者への面会禁
止へ移行した。

院内感染が起きていないこと
から、院内への持ち込み事例
を防いでいると推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

当院に収容依頼のあった陽性
患者の入退院状況や物資の在
庫状況、その他院内感染対策
について情報共有できた。

― ― 当面、継続する予定である。

対象職員のうち4割弱が時差出
勤を適用しており、対象部署
における接触機会の低減には
一定程度貢献している。

大部分を占める医療職の職員
については、対象外となるた
め、病院全体でみると効果は
限定的となる。

業務の性質上、医療職の職員
は時差出勤の導入が困難であ
る。

国の方針や本市の感染状況等
を踏まえた上で、実施の内容
及び継続の判断を行う。

現時点で枯渇した医療用資材
は発生していない。

― ―
供給が安定するまで、当面、
継続する予定である。

対面での診察を減らすことに
より、院内への持ち込み事例
の防止に寄与したと推察され
る。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

感染者数が増加した時期に受
入れ患者数を増やすことがで
きた。

感染拡大期に備え、事前に検
討を行っており、実施にあ
たって特段大きな混乱はな
かった。

―

みやぎアラートに沿って、病
床拡大の要請があった際は、
再度感染症病棟以外の病棟で
陽性患者の受入れを行う予定
である。

来院者の院内滞在時間の短縮
に効果があった。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

一定程度、発熱者を検知する
ことができた。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

院内感染が起きていないこと
から、一定程度効果があった
ものと推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

―
5月27日利用時間の分離を解除
した。

院内感染が起きていないこと
から、一定程度効果があった
ものと推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
担当局 担当課

事業名
(行動計画・対応マニュアルに
記載のある対策名等を記載)

事業内容
実施時期※ 行動計画

への記載
有無

対応マ
ニュアル
への記載
有無

糖尿病教室を中止
院内感染防止のため、患者向け糖尿病教室
を中止した。（～5月26日）

市立病院 栄養管理科 〇 〇 なし なし

予定入院患者のコロナ陽
性患者の接触歴の確認を
開始

院内感染防止のため、予定入院患者に対
し、総合サポートセンターにおいて、新型
コロナウイルス感染症患者との接触歴の確
認を開始

市立病院
総合サポー
トセンター

〇 〇 なし なし

里帰り分娩における妊婦
検診の受診調整

院内感染防止のため、当院での里帰り分娩
における妊婦検診を、市内帰省後2週間間隔
をあける対応を実施

市立病院 経営医事課 〇 〇 なし なし

院内ボランティアの活動
を休止

緊急事態宣言を受けて、院内ボランティア
の活動を中止した。（～5月31日）

市立病院
総合サポー
トセンター

〇 なし なし

乳児検診の対象者を制限
小児科での乳児検診を当院で出生した１か
月児のみとした。

市立病院 経営医事課 〇 〇 なし なし

分娩予定者の感染防止対
策の要請

当院分娩予定者について、入退院前後の県
外からの家族の帰省自粛を要請

市立病院 経営医事課 〇 〇 なし なし
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評価 課題 原因の分析・検証 今後の方向性

事業に対する評価等

感染の恐れがある行為を防ぐ
ことにより、院内感染の防止
に寄与したものと推察され
る。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 5月27日以降再開している。

院内感染が起きていないこと
から、院内への持ち込み事例
を防いでいると推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

院内感染が起きていないこと
から、院内への持ち込み事例
を防いでいると推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

感染の恐れがある行為を防ぐ
ことにより、院内感染の防止
に寄与したものと推察され
る。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

―
6月1日以降、活動を再開して
いる。

院内感染が起きていないこと
から、院内への持ち込み事例
を防いでいると推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。

院内感染が起きていないこと
から、院内への持ち込み事例
を防いでいると推察される。

実施にあたり、特段大きな混
乱はなかった。

― 当面、継続する予定である。
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