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１ はじめに 

 

令和元年 12 月末，中国において原因不明の肺炎患者が発生しているとの報道がな

されて以降，新型コロナウイルスはわずか半年あまりの間に世界各地に感染が拡大し

た。我が国においても既に感染者は３万４千人を超え，１千人を超える死亡例が報告

されている（７月 31 日現在）。 

日本政府は，１月末に新型コロナウイルス感染症を感染症法の指定感染症として定

めたほか，３月には新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下，「特措法」という。）

の一部を改正し，特措法の対象疾患として位置付けた。その後，４月７日に７都府県

を対象に緊急事態宣言がなされ，同月 16日には全国に拡大された。 

 

本市においては，２月末に初めて感染者が確認されて以降，３月下旬から４月中旬

にかけて連日市内で感染者が確認され，複数のクラスターが発生するなど，厳しい状

況が続いたが，医療関係者の献身的なご努力，外出自粛や休業要請等に対する市民や

事業者の皆様のご理解，ご協力により，４月 29 日以降は新たな感染者が確認されな

い日が続き，一定の収束をみた。 

全国的にも感染者が減少傾向となり，５月 14日には宮城県を含む 39県の緊急事態

宣言が解除され，５月 25 日にはすべての都道府県で緊急事態宣言が解除されるに至

った。 

 

現在は，感染防止策を徹底しながら，市民生活や社会経済活動の再開に取り組む段

階であり，本市では６月初めに今年度実施する取り組みを中心とした「新型コロナウ

イルス感染症緊急対策プラン」（以下，「プラン」という。）を策定し，プランに基

づく取り組みを進めている。 

 

今回の新型コロナウイルス感染症は，特措法が初めて適用された事案であり，本市

においても，新型インフルエンザ等対策行動計画（以下，「行動計画」という。）や

各局区対応マニュアル（以下，「マニュアル」という。）の策定後，それらを初めて

適用したケースとなった。この間，行動計画やマニュアルに基づき，宮城県や医療機

関等とも連携しながら，各般の取り組みを実施してきたが，適切に実施できたものが

ある一方，課題が生じたものもあった。 

そこで，この間の取り組みを振り返り，評価するとともに，課題の洗い出しを行い，

今後の対応に生かすべく，本検証を行うこととしたものである。 

 

社会経済活動の再開とともに，首都圏を始め，多くの地域で感染者が発生している

現在，季節性インフルエンザとの同時流行など，新たな感染拡大も想定される。本検

証結果を今後の備えに生かし，プランに掲げる施策の具体化にも繋げるとともに，行

動計画の見直しに反映させていくこととする。 
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２ 検証報告書の構成 

 

  本検証は，概ね１月末から６月末までの約５か月間に実施した事業等を対象とし，

報告書は以下の構成としている。 

 

「３ 本市における感染状況」 

本市における感染状況（７月末まで）や対応状況（概ね６月末まで）等を概括し

た。 

 

「４ 国等・県・市の対応経過」 

国等，宮城県，本市のそれぞれの対応経過を時系列に記載した。 

 

「５ 検証結果」 

対象期間における本市の主な取り組みについて，評価や課題，今後の取り組み等

の検証結果を記載した。なお，一部の取り組み等については，７月末までの検討状

況等も記載している。 

 

「６ 有識者意見」 

本検証に資するため，この間の本市の取り組みへの評価や課題，本市への提言等

について学識経験者，医療関係者等から意見を伺い，掲載した。 

 

「７ 分野別対応状況」 

行動計画に掲げる主要６項目ごとに，主な取り組み状況について分野別に対応経

過の詳細を記載した。 

 

「資料編」 

各担当部署が新型コロナウイルス感染症への対応として実施した事務事業の一

覧（本市行動計画に照らし，平常時の取り組みも含め各局で実施した事務事業につ

いて，詳細に評価を行ったもの），市主催事業や施設の取り扱いに係るガイドライ

ンなど，この間の取り組み等の関係資料を取りまとめている。 

 

 

  なお，新型コロナウイルス感染症への対応は，現在も進行中であり，本報告書の対

象期間後に生じた課題等については，本検証結果も踏まえ適時適切に対応を行うとと

もに，その対応については，仙台市新型コロナウイルス感染症緊急対策プランの進捗

管理の中などにおいて随時検証し，その後の施策展開や行動計画の見直しに反映させ

ていく。 
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３ 本市における感染状況 

本市における７月 31日までの感染者数の推移は，下記グラフのとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：仙台市作成 

 

 

２月 29 日，クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号を下船された方の陽性が確認

され，市内で初めての感染者となったが，その後約１か月間は新たな感染者は発生し

なかった。３月末になり，市内の飲食店で飲食をともにした方々などから感染が広が

り，市内で３か所のクラスターを確認するに至った。この間，３月 29 日から４月 16

日まで連続して新規感染者が発生し，４月 16 日には当該時点で１日あたりの感染者

数が初めて２桁となる 10名を数えた。 

保健所では，感染者の行動歴などを調査する積極的疫学調査を行い，濃厚接触者を

特定し検査につなげたほか，クラスターに関係している方々にドライブスルー方式で

検体を採取して PCR 検査を実施し，早期の患者発見に努めた。このほか，外出自粛や

営業自粛の要請など様々な取り組みもあり，４月 29 日以降は新規患者の発生は見ら

れなくなった。感染症指定医療機関に入院していた方や，宿泊療養施設で療養してい

た方の退院等も順次進み，５月 27 日までにすべての感染者が退院または療養解除と

なった。 

その後は感染者の発生は確認されない日が続いていたが，６月 18日に 51日ぶりの

感染者が確認されると，その後は数日おきに１～２名の感染者の確認が続いた。また，

７月 11 日以降，ほぼ毎日数名の感染者が確認されているが，比較的若い世代の感染

が多く見られた。７月 16 日には，飲食を共にした若者のグループでクラスターが発

生したことにより，４月 16日の感染者数を上回る 13名の感染が確認されている。そ

の後も，高齢者福祉施設で数名の感染者が確認されるなど，７月 31 日までの間，感

染者の確認が続いた。 
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1日の件数 累積

感染者数累計
（2020年7月31日現在）

123名

累積1日の件数
市内感染者の発生状況（確定日ベース）

4/7 緊急事態宣言

対象地域：7都府県

4/11 接触を伴う飲食店

の利用自粛要請(政府)

4/16 緊急事態宣言

特定警戒都道府県(13)

特定都道府県(その他すべて)

5/14 宮城県

緊急事態宣言解除

5/25 47都道府県

緊急事態宣言解除

6/19 都道府県境を越え

る移動の自粛要請解除

5/4 緊急事態

措置の延長
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４ 国等・県・市の対応経過 

 

新型コロナウイルス感染症対策に係る国等，県，市の主な動き（令和２年１月以降） 

 国等の対応 宮城県の対応 仙台市の対応 

１月 ６日 

 

16日 

28日 

 

30日 

 

 

 

武漢市における非定型肺炎発

生に係る注意喚起文書発出 

国内１例目の患者発生を公表 

指定感染症に指定（２月１日

施行） 

・WHO「国際的に懸念される

公衆衛生上の緊急事態」宣言 

・新型コロナウイルス感染症

対策本部設置 

27日 

 

 

29日 

31日 

・新型コロナウイルス感染症

対策本部設置 

・第１回本部会議 

感染症対策委員会専門部会 

第１回対策本部幹事会 

22日 

27日 

 

28日 

関係医療機関連絡会議 

宿泊事業者向けのホームページ開

設 

情報連絡体制の強化 

２月 ３日 

 

 

横浜港にダイヤモンド・プリ

ンセス号入港 

 

４日 

 

コールセンター設置（県・市共

同） 

 

 

 

３日 

 

 

 

 

４日 

・第４回危機管理連絡本部会議 

・新型インフルエンザ等対策医療

機関専門部会 

・地下鉄の車内放送等で感染症対

策への協力の呼びかけを開始 

コールセンター設置（県・市共同） 

13日 

14日 

緊急対応策第 1弾決定 

新型コロナウイルス感染症対

策専門家会議を設置 

 

  14日 

 

 

17日 

・仙台市医師会にマスクを提供 

・特別相談窓口を（公財）仙台市

産業振興事業団内に設置 

水道局ホームページに水道水の水

質の安全性と水道水による手洗い

の徹底について掲載 

25日 

 

27日 

新型コロナウイルス感染症対

策の基本方針策定 

学校園休校要請 

21日 

22日 

 

27日 

 

29日 

第２回本部会議 

コールセンターを 24時間体制

に移行 

県主催イベント・会議等の考

え方策定 

・県内初の感染者確認(ダイヤ

モンド・プリンセス号下船者) 

・第３回本部会議 

21日 

 

22日 

 

25日 

27日 

 

 

 

 

28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

29日 

COVID-19 小児例に係る関係医療

機関連絡会議 

コールセンターを 24 時間体制に

移行 

警戒体制へ移行 

・第５回危機管理連絡本部会議 

・事業及び施設等の取り扱いに係

るガイドライン（暫定版）作成 

・市民利用施設使用料を全額返金

することを決定 

・全市立学校（特別支援学校を除

く）において，３月２日から 24日

までの臨時休業を決定 

・市議会議員協議会（学校・児童

クラブの新型コロナウイルス感染

症対応について） 

・公共交通機関を利用し通勤する

職員の時差出勤を開始（～３月 31

日） 

・市長記者会見（市内初の感染者

確認(ダイヤモンド・プリンセス号

下船者)について） 

・危機警戒本部体制へ移行 

・第６回危機管理連絡本部会議 

・ガイドライン（改訂版）作成 

３月 ２日 

 

６日 

 

 

10日 

 

制度融資に関するセーフティ

ネット保証４号の指定 

制度融資に関するセーフティ

ネット保証５号の指定業種追

加 

緊急対応策第２弾決定 

 

  １日 

 

２日 

 

 

 

 

 

 

 

３日 

河北新報朝刊に市内公立学校の臨

時休業に係るお知らせを掲載 

・第１回危機連絡会議 

・セーフティネット保証４号認定事

務開始 

・青少年指導員による中央街頭指導

を市立学校再開時期まで実施停止 

・子供相談支援センターのふれあい

広場の開設について市立学校再開

時期まで利用を停止 

幼児健康診査一時休止（～３月 31
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 国等の対応 宮城県の対応 仙台市の対応 

 

４日 

 

５日 

 

 

６日 

 

９日 

日），３～４か月児育児教室中止 

・ガイドライン（三訂版）作成 

・市民利用施設の一部休止 

市民税，県民税の申告期限延長（３

月 16 日までを４月 16 日まで）に

係る告示 

セーフティネット保証５号指定業

種緊急追加，認定事務開始 

仙台市ホームページへ新型コロナ

ウイルス感染症に関する特設ペー

ジを開設 

12日 

 

14日 

 

18日 

 

19日 

 

WHO「パンデミックと言えると

評価」と発表 

新型インフルエンザ等対策特

別措置法の一部改正・施行 

生活不安に対応するための緊

急措置を決定 

専門家会議「新型コロナウイ

ルス感染症対策の状況分析・

提言」を公表 

  12日 

 

16日 

17日 

 

 

 

 

 

 

19日 

水道局ホームページに水道料金等

の支払い猶予等について掲載 

第２回危機連絡会議 

・仙台市感染症メディカル・ネッ

トワーク会議 

・本市制度融資 危機関連保証関

連融資における保証料の全額補給

を開始 

・市長記者会見（緊急経済対策第

１弾の発表） 

令和元年度一般会計補正予算（第

６号）成立（専決処分） 

26日 

 

 

28日 

改正新型インフルエンザ等対

策特別措置法に基づく政府対

策本部設置 

基本的対処方針決定 

 

26日 

 

第４回本部会議（法定本部へ移

行） 

 

24日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25日 

 

 

 

 

 

 

26日 

27日 

 

29日 

 

30日 

・マスクを市内に所在する高齢

者，障害者の入所施設へ配布 

・マスクを市内に所在する母子・

児童福祉関係の入所施設へ配布 

・保育施設等向けの仙台市新型コ

ロナウイルス感染症対策補助金の

受付開始 

・市長記者会見（市立学校の再開

に向けた準備及び介護施設等への

マスクの配布について） 

・仙台市社会福祉協議会において

緊急小口資金特例貸付及び総合支

援資金特例貸付の受付開始 

・新型インフルエンザ等対策医療

機関専門部会 

・ガス料金の支払いに係る特別措

置を実施 

職員の時差出勤の期間を当面延長 

・第７回危機管理連絡本部会議 

・ガイドライン（四訂版）作成 

・市内で２名の感染者確認 

・第８回危機管理連絡本部会議 

仙台市感染症に係る病院ネットワ

ーク会議 

４月 １日 

 

 

７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家会議「新型コロナウイ

ルス感染症対策の状況分析・

提言」を公表 

・基本的対処方針変更 

・７都府県（東京都，神奈川

県，千葉県，埼玉県，大阪府，

兵庫県，福岡県）に緊急事態

宣言 

 

 

 

 

 

１日 

３日 

 

 

 

６日 

 

 

 

９日 

10日 

コールセンター増設 

・知事・市長・県市医師会長緊

急メッセージ 

・陸上自衛隊東北方面総監に

派遣を要請（PCR検査の支援） 

県立中学・高等学校を４月 14

日まで，特別支援学校を４月

19 日まで臨時休校することを

決定 

第５回本部会議 

市町村長会議 

１日 

 

 

 

 

 

３日 

 

 

 

 

 

４日 

 

・コールセンター増設 

・セーフティネット保証等認定申

請特設窓口を開設 

・クラスター発生を受け，厚生労

働省のクラスター対策班に支援を

依頼 

・市内で５名の感染者確認 

・第１回危機管理連絡本部会議 

・知事・市長・県市医師会長緊急

メッセージ 

・県に陸上自衛隊派遣を要請（PCR

検査の支援） 

市内感染者発生に伴う会見・クラ

ブレクをせんだい Tube によりラ
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 国等の対応 宮城県の対応 仙台市の対応 

 

６日 

 

 

 

 

 

７日 

 

８日 

 

 

 

９日 

 

10日 

 

イブ配信開始 

・市議会議員協議会（市内感染者

の発生状況と対応状況及び学校等

の対応について） 

・市立学校（一部学校を除く）に

おいて，４月８日から 14日までの

臨時休業を決定 

仙台市新型インフルエンザ等対策

本部設置（法定本部へ移行） 

・第１回感染症対策会議 

・市長メッセージ（市民や事業者

の皆様への各種要請について） 

・ガイドライン（五訂版）作成 

市民利用施設の臨時休館を発表

（４月 11日～５月 10日） 

・市ホームページを特設ページへ

切り替え 

・幼児健康診査一時休止期間を延

長（～５月 31日） 

11日 

16日 

 

 

 

20日 

基本的対処方針変更 

・基本的対処方針変更 

・緊急事態宣言の対象地域を

７都府県から全国に拡大（５

月６日まで） 

特別定額給付金（一律 10 万

円）の給付を決定 

 

12日 

 

13日 

 

16日 

 

17日 

 

 

 

20日 

陸上自衛隊東北方面総監に派

遣を要請（PCR検査の支援） 

県立学校の休校措置を５月６

日まで延長することを決定 

宿泊療養施設への患者受け入

れ開始 

・第６回本部会議 

・宮城県全域に緊急事態措置

（外出自粛要請，催物開催自

粛要請） 

陸上自衛隊東北方面総監に派

遣を要請（PCR検査の支援） 

11日 

 

12日 

 

13日 

 

 

 

 

 

14日 

 

 

 

 

 

16日 

 

 

17日 

るーぷる仙台を運休（～５月 31

日） 

県に陸上自衛隊派遣を要請（PCR

検査の支援） 

・市議会災害対策会議（市内感染

者の発生状況と対応状況及び市立

学校の対応について） 

・市立学校（一部学校を除く）を

５月６日まで臨時休業とすること

を発表 

・市長記者会見（感染症対策の体

制強化を図るための人事異動につ

いて） 

・市立学校（一部学校を除く）の

始業式及び入学式を５月７日以降

にすることを決定 

・市内で 10名の感染者確認 

・宿泊療養施設への患者受け入れ

開始 

・第２回感染症対策会議 

・市議会災害対策会議（緊急事態

宣言を受けての対応について） 

・市ホームページに「消毒用アル

コールの安全な取り扱いについ

て」注意喚起情報掲載 

22日 

 

 

30日 

専門家会議「新型コロナウイ

ルス感染症対策の状況分析・

提言」を公表 

令和２年度一次補正予算成立 

21日 

 

 

 

 

 

 

 

22日 

24日 

 

27日 

28日 

 

 

29日 

・第７回本部会議 

・遊興施設，商業施設等に４月

25 日から５月６日まで休業を

要請 

・ドライブスルー方式の PCR

検査検体採取を仙台市内（東

北大学病院臨時診療所）で開

始 

市町村長会議 

東北・新潟緊急共同宣言を発

表 

第２回対策本部幹事会 

仙台市，河北新報と共同で感

染拡大防止キャンペーン（５

月 14日まで） 

県立学校の休校措置を５月 10

日まで延長することを決定 

21日 

 

 

 

 

 

 

 

 

22日 

 

 

 

 

 

23日 

 

・第２回危機管理連絡本部会議 

・時差出勤を拡充（全ての職員を

対象とし，勤務区分を増やすとと

もに３つのグループに分け，おお

むね 1/3 ずつとするよう区分割合

の目安を設定） 

・ドライブスルー方式の PCR 検査

検体採取を仙台市内（東北大学病

院臨時診療所）で開始 

・市議会災害対策会議（緊急事態

宣言の全国拡大以降における本市

の対応等について） 

・ガイドライン（六訂版）作成 

・市長記者会見（感染症の状況に

ついての所感） 

・雇用調整助成金申請支援相談窓

口を(公財)仙台市産業振興事業団



仙台市新型コロナウイルス感染症対応検証結果報告書 

7 

 国等の対応 宮城県の対応 仙台市の対応 

 

 

 

 

24日 

 

 

 

 

 

 

28日 

 

 

 

 

 

30日 

内に設置 

・新型コロナウイルスに負ける

な！頑張る商店街応援事業募集開

始 

・東北・新潟緊急共同宣言を発表 

・緊急事態措置に係る専用ダイヤ

ル開設（～26日） 

・宮城県新型コロナウイルス感染

症拡大防止協力金に係る専用ダイ

ヤル開設（～26日） 

・マスクを市内児童館へ配布 

・マスクを市内保育施設へ配布 

・市長記者会見（緊急経済対策第

２弾の発表） 

・宮城県，河北新報と共同で感染

症拡大防止キャンペーン（５月 14

日まで） 

・市長記者会見（全ての市立学校

及びあきう幼稚園を５月 31 日ま

で臨時休業を延長することを発

表） 

・ガイドライン（七訂版）作成 

・市民利用施設の臨時休館を延長

（～5月 31日） 

５月 １日 

 

 

 

 

 

４日 

 

 

 

・持続化給付金申請受付開始 

・特別定額給付金オンライン

申請受付開始 

・専門家会議「新型コロナウ

イルス感染症対策の状況分

析・提言」を公表 

・基本的対処方針変更 

・緊急事態宣言を５月 31日ま

で延長 

・専門家会議「新型コロナウ

イルス感染症対策の状況分

析・提言」を公表 

５日 

 

 

８日 

 

 

・第８回本部会議 

・県立学校の休校措置を５月

31日まで延長することを決定 

・知事と事業者との意見交換

会 

・東北・新潟共同メッセージ 

 

 

 

１日 

 

 

 

 

 

 

 

２日 

 

５日 

７日 

 

 

８日 

 

 

 

 

・市議会令和２年第１回臨時会

（～２日）において令和２年度一

般会計補正予算（第１号）等議案

提出 

・国民年金保険料の臨時特例免除

等申請の受付開始 

・宮城県新型コロナウイルス感染

症対応資金の開始 

令和２年度一般会計補正予算（第

１号）等成立 

第３回感染症対策会議 

セーフティネット保証等問い合わ

せ専用ダイヤルの開設，認定郵送

受付開始 

・市ホームページ（特設ページ）

をリニューアル 

・市長メッセージ動画配信開始 

・東北・新潟共同メッセージ 

・国民健康保険，後期高齢者医療

傷病手当金の支給申請受付開始 

14日 

 

 

 

 

 

・基本的対処方針変更 

・８都道府県（北海道，埼玉

県，千葉県，東京都，神奈川

県，京都府，大阪府，兵庫県）

を除く 39 県の緊急事態宣言

を解除 

・専門家会議「新型コロナウ

イルス感染症対策の状況分

析・提言」を公表 

14日 

15日 

 

 

 

 

 

県議会臨時会（～15日） 

第９回本部会議 

 

11日 

 

12日 

 

13日 

 

 

15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所で用いる衛生用品を各避難

所担当課へ配布 

地域産業協力金・地域産業支援金

問い合わせ専用ダイヤル開設 

地域産業協力金・地域産業支援金

郵送受付開始，申請書作成支援特

別窓口開設（～６月 30日） 

・第４回感染症対策会議 

・市長メッセージ（新しい生活様

式実践のお願い等について） 

・ガイドライン（八訂版）作成 

・河北新報朝刊に地域産業協力金

及び支援金等に係るお知らせを掲

載 

・感染症の影響により収入が減少

した被保険者等に係る後期高齢者

医療保険料減免申請受付開始 
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18日 

 

19日 

 

 

 

20日 

 

・市民利用施設のうち，展示系施

設の再開を発表（5月 19日～） 

特別定額給付金のオンライン申請

及び特例申請（～５月 29日）開始 

市長記者会見（水道料金・下水道

使用料の減免（令和２年７月及び

８月検針分）及び市立学校入学式

の日程について） 

感染症の影響により収入が減少し

た被保険者等に係る国民健康保険

料減免申請受付開始 

21日 

 

 

25日 

 

 

29日 

・基本的対処方針変更 

・大阪府，京都府，兵庫県の

緊急事態宣言を解除 

・基本的対処方針変更 

・全都道府県の緊急事態宣言

を解除（緊急事態解除宣言） 

専門家会議「新型コロナウイ

ルス感染症対策の状況分析・

提言」を公表 

25日 

 

 

 

 

 

26日 

・みやぎお知らせコロナアプ

リ（MICA）の運用を開始 

・県内７市１町から無作為抽

出した 3,000 人を対象に抗体

検査の協力を依頼（通知を発

送） 

第 10回本部会議 

25日 

 

26日 

 

 

27日 

 

 

 

 

 

 

28日 

職員研修所にサテライトオフィス

を試行開設（６月５日まで） 

・危機対策本部体制に移行 

・特別定額給付金の申請受付開始

（～８月 26日） 

・第５回感染症対策会議 

・市長メッセージ（感染拡大防止

に係る市民・事業者の皆様へのお

礼と第２波，第３波到来を想定し

た感染防止と日常生活の両立につ

いて） 

・ガイドライン（九訂版）作成 

市長記者会見（緊急経済対策第３

弾の発表） 

６月 12日 令和２年度第二次補正予算成

立 

  １日 

２日 

 

３日 

 

 

 

８日 

 

９日 

 

 

10日 

時差出勤の区分割合の目安を廃止 

仙台市新型コロナウイルス感染症

緊急対策プランを策定 

市長記者会見（国内の感染状況に

ついての所感及び仙台市新型コロ

ナウイルス感染症緊急対策プラン

の策定について） 

新型コロナウイルス対策を追加し

た避難所運営マニュアルを公開 

市議会令和２年第２回定例会（～

25日）において令和２年度一般会

計補正予算（第２号）等議案提出 

・感染症の影響により収入が減少

した場合等の仙台市介護保険料減

免申請受付開始 

・マスクを市内児童養護施設等へ

配布 

19日 新型コロナウイルス接触確認

アプリ（COCOA）の運用を開始 

18日 

 

第３回対策本部幹事会 

 

15日 

 

 

 

 

18日 

・市内幼稚園，認定こども園にマ

スクを配布 

・市議会令和２年第２回定例会に

おいて令和２年度一般会計補正予

算（第３号）議案追加提出 

市内で 51日ぶりに感染者を確認 

  25日 

 

30日 

新たな宿泊療養施設に患者受

け入れ開始 

新型コロナウイルス感染症に

対応した避難所運営ガイドラ

インを策定 

 

24日 

 

25日 

 

 

 

26日 

 

 

 

29日 

 

第１次宿泊促進キャンペーン申込

受付開始（～7月 5日） 

・新たな宿泊療養施設に患者受け

入れ開始 

・令和２年度一般会計補正予算

（第２号及び第３号）等成立 

・仙台市商店街応援割増商品券発

行事業補助金の申請受付開始 

・仙台市クラウドファンディング

活用事業補助金の申請受付開始 

仙台市中小企業応援窓口を仙台

市産業振興事業団内に設置 
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５ 検証結果  

（１）医療提供体制 

本市では，令和２年１月中旬から，仙台市医師会，大学，医療機関，宮城県等と

連携して，仙台市感染症メディカル・ネットワーク会議，仙台市病院ネットワーク

会議等を開催し，新型コロナウイルスに関する情報の収集及び共有，外来・入院の

受け入れ調整などの医療提供体制の整備を図ってきた。 

 

現在，新型コロナウイルスに感染したおそれのある方に対して，概ね次の手順で

対応しており，医療提供体制に係る検証については，この順に沿って項目ごとに記

載している。 

 

ⅰ 本人等からコールセンターまたは一般医療機関（かかりつけ医など）に相談 

ⅱ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合，コールセンターまたは一般医療機関（かか

りつけ医など）が帰国者・接触者相談センターへ連絡 

ⅲ 帰国者・接触者相談センターが病状の聞き取りなどを行い，検査が必要と判断された場合

は，帰国者・接触者外来に連絡し受診調整 

ⅳ 帰国者・接触者外来において，検査に必要な検体を採取 

ⅴ 仙台市衛生研究所で PCR 検査を実施 

ⅵ 検査結果が陽性の場合，宮城県調整本部において重症度判断，トリアージ，入院調整を行

う。重症者もしくは中等症者については，感染症指定医療機関もしくは入院協力医療機関

にて入院治療。軽症者もしくは無症状者である場合は，原則，宿泊療養施設で療養 

 

 

①相談体制・コールセンター 

１月 15 日に国内感染者１例目が確認されたことを踏まえ，１月 24 日に仙台市

保健所健康安全課および保健所支所（各区役所保健福祉センター管理課）におい

て，新型コロナウイルス感染症に関する健康相談対応を開始し，併せて聴覚や言

語に障害のある方の専用窓口を設置した。 

２月４日には帰国者・接触者相談センター（各区役所保健福祉センター管理課）

が必要な業務に人員を配置できるよう，宮城県と共同でコールセンターを設置し，

同月 22 日には 24 時間体制へ移行した。併せて，聴覚や言語に障害のある方を対

象に FAXやメールによる相談受付も行った。 

コールセンターは当初，宮城県看護協会から人員派遣を受け２回線でスタート

したものの，人員が不足し，県・市職員による増員を行うことで対応した。しか

し３月下旬から市内で連日感染者が確認されたことなどから，相談件数が急増し，

電話が繋がりにくい状況が生じた。また，コールセンターに電話をして医療機関

の受診を勧奨された方が，医療機関を受診すると医療機関から再度コールセンタ

ーに電話するよう指示されるといった事案も生じたため，コールセンター，医療

機関，帰国者・接触者相談センター間の流れを整理した。 

４月１日に電話回線を 20回線へと拡充し，４月４日から，新たに派遣会社から

看護師の派遣を受け，コールセンターの体制を強化した。なお，４月後半以降相

談件数が落ち着いてきたこともあり，その後状態は改善されている。今後再度相

談件数が増加した場合には安定的な運営ができるよう，速やかに人員体制を拡充

する必要がある。 
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なお，７月１日からは，コールセンター等の相談窓口において，発熱患者の受

け入れが可能な約 160か所の診療所等の情報提供を開始したところである。 

 

②帰国者・接触者相談センター 

本市では，保健所支所が帰国者・接触者相談センターとなっており，コールセ

ンターや医療機関からの相談の内容を聞き，検査が必要な患者を帰国者・接触者

外来につなぐ役割を担っている。 

相談対応業務には高度な医学的知識・スキルが要求されることから，保健師等

の専門職により対応している。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い，健康に不

安を抱える方や疑い症状のある方からコールセンターへの相談が増え，これに比

例して帰国者・接触者相談センターへの相談も増大した。相談に対しては，国の

新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義や相談・受診の目安を踏まえて対応を

行ったが，国の目安と受診や検査を希望する市民のニーズに乖離があり，対応に

苦慮することも多かった。 

相談は，24時間体制で受け付けているが，平日夜間や土日は職員が公用の携帯

電話を持って帰宅し，深夜に対応することもしばしばであった。こうした事も，

職員の疲弊につながっている。組織体制としては，保健福祉センター管理課配属

の人員だけでは対応しきれず，区役所内の保健師を応援に回す体制を組んだ。社

会的不安のためか，健康相談以外の苦情等の電話も多く，業務は繁忙を極めた。 

多数の相談を 24時間体制で受け付ける必要があるほか，積極的疫学調査など多

数の業務を同時にこなす必要があることから，今後，保健師の増員はもとより，

保健師等の専門職が対応している業務のうち，事務職でも対応可能な業務を切り

分け，分担の見直しを行うことや，一部業務のアウトソーシングの検討などによ

り，業務の効率化を図っていく必要がある。また，感染状況に応じて柔軟かつ組

織横断的な応援体制を構築するとともに，感染症対応への事前準備訓練を行い職

員のスキル向上を図るなど，対応できる人材を育成し，組織的対応力を強化して

いく。 

 

  ③帰国者・接触者外来 

帰国者・接触者外来は，厚生労働省の２月１日付事務連絡に基づき都道府県が

設置するもので，感染疑いのある患者（以下，「疑い患者」という。）を診察し，

PCR検査の検体採取を行う。 

当初，医療機関の確保や夜間・休日の輪番体制を比較的順調に構築できたが，

疑い患者の増加に伴い，土日を中心に受診待ちが発生した。しかし，各医療機関

における受診方法の工夫（プレハブの検体採取所設置や，敷地内でのドライブス

ルー方式による検体採取など）によって，疑い患者の受け入れ可能数が増えたこ

とや，東北大学病院が４月 21日から新たに，臨時診療所として市内にドライブス

ルー方式の帰国者・接触者外来を設置したことから，４月下旬には受診待ちは解

消され，一定の体制を確保することができた。東北大学病院の臨時診療所設置に

あたり，本市と宮城県が設置場所の提供その他調整を支援するとともに，県・市

職員が運営の一部を担っている。なお，開設場所の使用期限が６月末までとなっ

ていたことから，宮城県とともに調整を行い，７月１日からは市内の別の場所に
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移転し，運営を行っている。 

東北大学病院のドライブスルー方式の帰国者・接触者外来は，感染状況を踏ま

えて一時開設日時を縮小していたが，現在は感染者数の増加に合わせて再度体制

を拡充している。今後も，疑い患者数の状況に応じて速やかに体制の拡充などが

行えるよう，東北大学病院や宮城県などの関係機関と連携し，体制の確保を図っ

ていく必要がある。 

また，入院協力医療機関と帰国者・接触者外来の設置に協力する医療機関が重

複しているケースが多く，通常の診療体制を維持しつつ，新型コロナウイルス対

応のために新たな人員や資器材の確保，院内のゾーニングや医療従事者の感染防

護体制の構築など，医療機関に大きな負担を強いる形となっている。帰国者・接

触者外来の維持には課題も多く，患者が多数発生した場合に備えるとともに，引

き続き必要な体制を維持，確保していくためには，帰国者・接触者外来を担う医

療機関への医療資器材の提供等の支援を行っていく必要がある。 

なお，各医療機関の外来対応に係る施設・設備の変更について，医療法上の許

可申請等の手続きを簡素化し，申請手数料が生じる許可申請については，全額減

免する対応を行っているが，こうした取り組みについては，当面の間継続し，帰

国者・接触者外来の体制確保に資する環境整備に努める。 

 

④PCR検査 

本市の PCR 検査は，コールセンターに相談された有症状者で帰国者・接触者相

談センターにおいて検査が必要と判断した方や，医療機関において医師が検査を

必要と判断した方について，帰国者・接触者相談センターが帰国者・接触者外来

の受診へつなげ，実施している。 

４月に市内でクラスターが発生した際は，事例ごとに検査対象範囲を判断する

とともに，市内医療機関からの医師の派遣のほか，宮城県を通じて自衛隊に災害

派遣を要請し，自衛隊の協力を得てドライブスルー方式により多数の検体を採取

するなど，必要な検査を実施してきた。 

５月には，市独自に陽性患者の濃厚接触者の家族まで検査対象を広げる方針と

したところであるが，今後も，PCR検査については，国の方針を踏まえながら，感

染拡大防止のため，個々の状況に応じて可能な限り柔軟に対応する。 

本市では，採取された検体の検査を仙台市衛生研究所において行っており，２

月１日から 10 件/日の検査能力で PCR 検査を実施してきた。３月に入り検査需要

の増加に対応するため，人員体制の強化等により，20件/日，40件/日と順次検査

能力を拡充し，４月 13日以降は新たな検査機器の導入により 80件/日の検査が安

定的に実施可能となった。これにより，クラスター対策として濃厚接触者全員を

検査した際（最大 104件/日）にも対応することができ，感染拡大防止に寄与した。 

また，衛生研究所の検査可能数を超える検査が必要となる場合に備え，宮城県

保健環境センターや（公社）宮城県医師会健康センターにおいても検査ができる

よう連携体制を構築しており，今後も宮城県や関係機関とも連携し，検査能力の

確保に努めていく。 

しかしながら，国から示される検査基準や相談・受診の目安が数回にわたって

改定され，濃厚接触者がすべて検査対象となったこと等，今後，検査需要のさら
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なる増加が見込まれることから，衛生研究所に全自動の PCR 検査機器を２台配置

し，検査能力を 240件/日まで拡充する予定である。また，４月から５月にかけ検

査試薬が全国的に不足し入荷の目途が立たない状況も生じたため，必要な試薬等

消耗品についてもしっかりと確保し備蓄していく。 

併せて，衛生研究所職員の負担が続いている状況にあるため，専門的なスキル

をもった人材の育成を図るとともに，必要な人員体制について検討を進めていく。 

また，市内の病院や民間検査機関において，PCR 等検査の受け入れが拡充しつ

つあり，保険適用により実施される医療機関での PCR 等検査については，行政検

査として委託しているが（６月末現在 11病院），医療機関での簡易な抗原検査キ

ットや唾液を検体とした PCR 等検査についても保険適用となったため，今後，委

託契約の増加も見込まれることから，仙台市医師会等の関係機関との連携を深め

ながら委託契約を迅速に行うなど，本市内の PCR等検査体制の向上に努めていく。 

 

⑤積極的疫学調査 

積極的疫学調査は，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

などを行うもので，保健所支所において実施している。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するなど，的確な積極的

疫学調査により感染拡大防止に効果を発揮した。 

その一方で，コールセンターや医療機関からの相談の内容を聞き，検査が必要

な患者を帰国者・接触者外来につなぐ帰国者・接触者相談センターの運営や衛生

研究所への検体搬送等多くの業務も担う必要があり，特に３月下旬以降，市内に

おいて連日感染者が確認され，過重な負担が生じた。とりわけ，実際に患者との

やり取りを行う保健師等のマンパワー不足が顕著になったことから，各区では区

役所内の保健師等の応援により対応した。日中は帰国者・接触者相談センターと

しての相談業務に忙殺され，積極的疫学調査のほとんどが夜間に及ぶことから，

土日を含め実働時間が長くなり，保健師等だけでなく業務を担う職員全員が疲弊

した。 

また，積極的疫学調査は，患者に寄り添いながら丁寧に行っているが，患者が

感染に動揺していたり体調が悪かったりする中，調査結果の陽性判明当日の公表

に向け，勤務先や濃厚接触者の有無など様々な調査を行うため，公表の了解を得

られない場合や，多くの情報を聞き取ることが困難な場合もあり，結果的に限ら

れた情報のみ公表する場合もあった。また，感染者は，留学生や市外からの旅行

者，出張中の会社員など，その背景も様々であるため，調査に多くの時間と労力

を要する一因となった。 

今後，クラスター発生時など特定の区に患者が多数発生した場合は，保健所支

所間の応援体制はもとより，市全体として保健所支所をフォローアップする仕組

みを構築するなど，迅速かつ適切な調査が行えるよう体制を構築していく必要が

ある。 
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⑥クラスター対策 

本市で４月に発生した３つのクラスターについては，感染拡大防止の徹底を図

るため，無症状の利用者や関係者等，検査対象を広くとることとした。そのため，

既存の帰国者・接触者外来だけでの対応が困難であったことから，市内医療機関

からの医師の派遣のほか，宮城県を通じて自衛隊に災害派遣を要請し，自衛隊の

協力を得てドライブスルー方式による検体採取を行い，PCR検査を実施した。 

その結果，短期間に感染の広がりを把握し対策を進めることができた。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，感染拡大を防止していく必要がある。 

このクラスター対策では，短期間で PCR 検査対象者への連絡や検体採取を行う

必要があったため，保健所職員だけでは対応が困難であったことから，健康福祉

局内の各部署から各日 10～20名の職員が対応に従事した。今後も，クラスター対

策においては，濃厚接触者や関係者の把握から PCR 検査までを短期間で実施する

必要があり，これらの業務には相当数の人員が必要であることから，事前に職員

の応援体制を構築しておく必要がある。 

また，６月末までの期間においては，市内では高齢者施設や医療機関等におけ

るクラスターは発生しなかったが，今後発生した場合へ備え，感染症の専門家等

が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」

を新たに設置し，対応を行うこととしている。 

 

⑦入院協力医療機関 

宮城県においては，６月末時点で感染症指定医療機関の感染症病床 29床と，即

時転用可能な一般病床 21 床を合わせて 50 床が確保されており，入院協力医療機

関の病床を合わせると，ピーク時には最大で 388 床程度の受け入れが可能となっ

ている。 

入院協力医療機関については，比較的速やかに確保されたが，３月下旬から４

月中旬までの感染拡大期において，入院調整に時間を要する状況となった。入院

調整には，患者の病状のほか，生活状況や家族状況など種々の条件を考慮する必

要があり，調整の難しさがある。また，この時期は，宮城県保健所と市保健所が

それぞれ入院調整を行っており，同一の医療機関に対し同時期に受け入れ要請が

集中するなど混乱も見られた。４月 20 日以降，入院調整の主体が，本市も構成員

として参加する宮城県調整本部に一本化され，有識者の意見を踏まえて入院調整

を行う体制が確立し，軽症者等宿泊療養施設の稼働もあって改善がなされたが，

その後もなお一時的に入院待ちの状況が生じた。 

最大 388 床程度の病床数が確保されているとは言え，病床数を拡充するための

転用には，一定の時間を要するほか，施設の構造上，病棟単位で転用する必要が

あるために空床が生じ，医療機関の経営を圧迫するといった事態も考えられる。 

これまで以上に多数の患者が発生する場合であっても円滑に医療を提供できる

よう体制を維持していく。また，体制の拡充については，感染状況や宮城県の新

型コロナウイルス感染症対策アドバイザーチームにおいて検討された体制拡充の

考え方等を踏まえ，宮城県とともに時期を逸することなく速やかに医療機関に対

して協力を要請するとともに，医療機関への支援についても検討していく。 
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  ⑧宿泊療養施設の確保 

新型コロナウイルスの感染拡大期に重症者及び中等症者の入院病床を確保する

ため，宮城県と連携し，軽症者・無症状者の療養施設として，市内作並温泉の「La

楽リゾートホテルグリーングリーン」を建物ごと４月中旬から６月末まで借り上

げることとし，200室を確保した。４月 16日より患者の受け入れを開始したとこ

ろであるが，借り上げの期限が６月末までであったことから，新たな施設を確保

すべく，宮城県とともに候補となる施設へ打診するなど調整を行い，市内に 100

室の療養施設を確保し，６月 25日から患者の受け入れを開始した（施設名，所在

地非公表）。現在，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を敷いている。このように，軽症者等が療養で

きる環境を構築することで，重症者及び中等症者の病床を確保することができた。

引き続き，施設が円滑に運営されるよう，市としても積極的に関わっていく。 

なお，現在の施設については，９月末までの契約となっていることから，感染

状況等を見極めながら，宮城県とともに追加の施設確保の必要性や 10月以降の施

設確保を検討していく必要がある。症状急変時の医療機関への搬送のしやすさや

療養に適した周辺環境であるかなど考慮すべき事項は多々あり，また感染がどの

程度広がるか予測が難しいなど課題があるが，宮城県との連携のもと施設の迅速

な確保について検討していかなければならない。 

また，軽症者・無症状者には原則宿泊療養施設で療養していただくこととして

いるが，ご家族の状況などから自宅での療養が必要となるケースも想定されるた

め，患者の生活支援等についても検討していく必要がある。 

 

⑨発熱患者への対応 

３月下旬から４月中旬までの感染拡大期において，一部の医療機関において発

熱患者の動線を確保できないなどの事情により発熱患者を受け入れることができ

ず，結果として発熱患者が医療機関を受診できない状況が一部で生じた。市議会

や市民団体などからは，発熱外来の設置を求める要望もなされた。 

本市では，発熱症状がある方が円滑に医療機関を受診できる仕組みについて仙

台市医師会とも協議しながら検討を進めていたが，本市には，発熱症状があって

も診察対応している医療機関が多数存在していることなどから，いわゆる発熱外

来の設置ではなく，仙台市・宮城県電話相談窓口(コールセンター)等において，

受診先を見つけられない発熱患者に対し，受診可能な近隣の医療機関の情報提供

を行うという仕組みの導入を検討することとした。 

仙台市医師会の協力のもと，６月９日付で市内の医療機関に対し，アンケート

調査を実施し，情報提供への協力の意向確認を行った。結果，約 160 箇所の医療

機関にご協力いただけることとなり，７月１日より運用を開始した。 

また，仙台市医師会からは，医療機関において発熱患者を受け入れるには，フ

ェイスシールドやサージカルマスク，ガウン，手袋などの感染防護具の確保が必

要であるとのご意見をいただいた。今後，診療協力に意欲のある医療機関に継続

的に発熱患者へ対応していただくために，感染防護具等の十分な提供などについ

ても対応していく必要がある。引き続き，仙台市医師会等と連携のうえ，受け入

れ医療機関の維持，更なる拡充に努めていく。 
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⑩救急対応 

新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じ，救急隊員の感染予防対策の強 

化や感染症対応専用救急車両の配置等，感染防止対策を徹底したことで，救急隊

員の感染防止を図ることができた。 

また，119番入電時から，新型コロナウイルス感染症に適切に対応できるよう，

「対応フロー」を作成することにより，覚知した情報を保健所と救急隊の間で迅

速に共有でき，適切な初動対応体制につながった。 

発熱患者等の感染症類似傷病者を救急車で搬送する場合，当該患者の受け入れ

に時間を要する可能性があったことから，医療機関等と協議を行い，「発熱症状

を有する患者の収容依頼に関する手順書」を作成した。これにより，円滑な病院

収容体制へ改善されたが，今後，流行状況によっては，医療機関の患者受け入れ

態勢が再び変化することが予想されることから，状況に応じ，同手順書の内容に

ついて関係機関と協議を行う必要がある。 

また，新型コロナウイルス感染症のような流行が長期かつ終息時期が不明確な

感染症に対応するための救急対応に係る感染防止資器材の備蓄については，現時

点では適正な備蓄量が定められていないため，これまでの対応や他都市の状況等

をもとに積算を行い，感染防止資器材の整備を積極的に行っていく。 

 

  ⑪市立病院の対応 

市立病院は，感染症指定医療機関として，院内感染防止対策を徹底しつつ，新

型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れを行ってきた。 

この間，院内において感染防護具の着脱訓練や患者来院時の対応フローの検討

などを重ねて実施するとともに，面会禁止，発熱者スクリーニングなど来院者に

よる感染の防止を図ることで，新型コロナウイルス感染症患者の入院受け入れを

行いつつも，院内感染を発生させることがなく，適切に対応することができたも

のと考えている。 

一方，新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により，感染防護具の需要が

急激に高まったこと，また海外の生産拠点からの供給が停止したことで，現状に

おいてもサージカルマスクや N95 マスク，ガウン等の入荷が滞っており，感染防

護具の安定的な確保は課題である。今後は，調達業者に対し物資の確保を継続的

に働きかけるとともに，院内における代替品の使用や支援物資の活用を図ること

とする。 

また，感染拡大に伴う外出自粛要請及び感染リスクへの危機意識による患者の

受診控えにより，外来・入院患者が大幅に減少し，特に４，５月は前年同月と比

較して，合わせて約４億円の減収となり，非常に厳しい経営状況となっている。 

今後も，感染拡大が続く場合には，関係部局や関係団体との連携により，国に

対し医療提供体制の確保に必要な支援を求めていくことが必要である。 

 

 ⑫保健所の組織体制 

国内での新型コロナウイルス感染症患者確認以降，保健所・保健所支所は繁忙

を極めている。特に疑い患者の帰国者・接触者外来の受診調整，入院調整，コー

ルセンター運営等については，土日，昼夜関わりなく対応する必要があり，また，

これらの業務と並行して，医療体制や検査体制の整備，積極的疫学調査，制度改

正への対応，国や県との調整を行う必要があるなど，保健所のマンパワー不足が
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明らかになった。 

市民からの健康相談や医療機関との調整，積極的疫学調査など，特に，保健師

等の専門職が担当すべき分野の業務量が非常に多く，それに比して，専門職の人

員体制が脆弱であった。 

その結果として，一部の専門職の超過勤務時間数が著しく増加し，職員の健康

管理の面としても課題となった。 

一方で，事務職については局内外からの兼務職員を配置し，感染者宿泊施設や

PCR ドライブスルー検査に係る関係機関との調整を担うなど，庁内における協力

体制により一定のマンパワーを確保することができた。 

今後，感染症対策にかかる保健所の機能強化を図る必要があるが，保健所にお

いては，一部の専門職の超過勤務時間が高止まりしている状況が続いていること

から，専門職が担う業務の一部を事務職に切り分けるなど，専門職の負担軽減策

について検討を行うとともに，応援職員や兼務職員の配置などにより必要な体制

を確保していく。 

また，保健所支所においては，これまでの間，区役所内における応援体制によ

り対応してきたものの，クラスターの発生等の突発的な業務の増加に対しては超

過勤務により対応せざるを得なかったことから，本庁から保健師等を派遣する仕

組みを構築する必要がある。その中でも，派遣した職員が即戦力として活躍でき

るよう，平常時からクラスター等の緊急事態を想定した訓練を行うなど，専門職

のより効率的な応援体制の構築を進めていく。また，保健所支所が行う業務の一

部を新たに外部委託するなど，保健所支所の負担軽減策についても検討を進める。 

 

（２）予防・まん延防止 

①情報発信（市民向け広報・啓発等） 

市内の感染状況についてはリアルタイムでの情報発信に努め，患者の陽性判明

日に記者発表を行うとともに，４月４日からは YouTube に開設した動画チャンネ

ル「せんだい Tube」において，患者発生に伴う会見・クラブレクのライブ配信を

行った。また，市ホームページにおいて３月９日に特設ページを開設し，毎日最

新の情報を発信しているほか，危機管理課ツイッターによる広報も行った。 

感染予防啓発については，宮城県・河北新報と共同し，４月 28 日から５月 14

日にかけて新聞広告の掲載による「感染拡大防止緊急キャンペーン」を行い，５

月８日には市長メッセージ動画の配信を開始した。また，市バス・地下鉄の車内

放送等で感染症対策への協力の呼びかけを行ったほか，水道局ホームページにお

いて水道水の水質の安全性と水道水による手洗いの徹底について周知した。さら

には，ラジオによる広報や市政だより，広報課 Facebookなどといった各種媒体を

積極的に活用した。 

また，外国人向けに，市ホームページや公益財団法人仙台観光国際協会のウェ

ブサイト等において，随時多言語による情報提供を行ったほか，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策等の情報提

供や，専門相談窓口の紹介，「通訳サポート電話」による通訳支援を行った。 

    一方で，市ホームページの情報量の過多により，「必要な情報が探しにくい」

といった声や，市内で複数の感染者が発生した３月から４月にかけて，感染者情

報のより具体的な情報開示を求める声が多く寄せられた。 
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市民への情報提供については，日に日に増える情報をいかに適時適切に提供す

るかを考えなくてはならない。５月８日に市ホームページのレイアウトを変更す

ることで工夫を行ったが，今後も分かりやすい情報提供に努めていく。同様に，

外国人への情報提供についても，スムーズな情報整理と関係部署間の連携により

適時適切な情報提供を行っていく。 

感染の発生状況等に関する正確な情報の発信は，感染を拡大させないための適

切な行動等を市民一人ひとりがとれるようにするために重要なものである。一方

で，公表による社会的な影響等についても配慮し進める必要がある。この間，本

市では，個人情報の保護等に十分留意しつつ，公表の意義についてご本人等に丁

寧に説明し，同意をいただきながら必要な情報発信に努めてきたところであるが，

市民からはより詳細な情報を求める声も寄せられている。 

感染者等の人権を最大限尊重しつつ，市民の不安の払しょくにつながる情報を

迅速かつ適切に公表していく。 

 

②外出自粛要請，施設の使用制限（休業要請） 

    ４月３日の共同記者会見（宮城県知事・仙台市長・宮城県医師会会長・仙台市

医師会会長）における緊急メッセージや，４月８日の市長メッセージでは市民や

事業者に対する各種要請は，特措法に基づかない任意の協力依頼としての呼び掛

けであった。４月 17 日には，特措法に基づく権限を持つ県において，外出自粛

要請，催物開催の自粛要請を発出し，これを受け，本市においては，市長メッセ

ージや市ホームページ等を通じて周知を図った。４月 25 日から５月６日までの

ゴールデンウィークの期間にかけては，外出自粛要請とともに施設の使用制限

（休業要請）が行われ，市内の遊興施設等が休業するに至った。その後も，国の

基本的対処方針の改定を受け，県の要請が発出される都度，本市でも市民と事業

者に周知を図ってきた。 

この結果，休業要請が適用開始となった直後の４月 25日から 26日にかけては，

１月，２月の平均値に比べ，７割から８割程度の人出の減少が確認された地域も

あり，接触機会の低減に大きな効果があったものと考えているが，こうした要請

については，社会経済活動を止めることの影響の大きさを浮き彫りにしたほか，

特措法に基づく休業要請には，罰則や経済的な補償がないことにより，実効性が

担保できないという課題も明らかになった。 

事業者に対しては地域産業協力金等の支援策を講じ，ご理解をいただきながら

対応してきたが，今後は，感染拡大防止と地域経済活動の再開の両立を図ってい

くことが必要であり，市民一人ひとりの感染予防対策の徹底と，事業者における

業種別ガイドラインの遵守に向けた取り組みをいかに推進していくかが課題であ

る。 

 

  ③学校（臨時休業，再開） 

文部科学省からの要請により３月２日から行った市立学校の臨時休業について

は，数度の休業期間の延長を経て，５月 31 日までの長期にわたるものとなった。 

この間，決定が前日夜となった始業式及び入学式の再延期については，多数の

陽性患者が夕方に判明したこと，無症状のお子さんの感染が確認されたこと等を

考慮し，児童生徒の健康や安全を第一と考え，専門家の意見も踏まえ，ぎりぎり
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の状況の中で判断に至ったものである。十分な周知が行えなかったこともあり，

多くの保護者や児童生徒にご迷惑をかける結果となった。周知においては，保護

者あてに緊急の連絡を行うために，各学校で把握している電子メールの連絡網を

活用したが，年度始めの時期であり，新一年生の連絡先が把握しきれていない状

況だった。また，確実に伝える必要があったため，電話による連絡も行ったこと

から，電話回線が逼迫した。 

臨時休業は児童生徒や保護者の感染防止に資するものであったと認識しており，

今後の感染状況によっては，再び臨時休業が必要となる場合も想定される。今後

は，迅速，確実に伝えることができるよう，メールアドレスの早期把握や電話回

線の増強など，保護者あての連絡手段の充実を図る必要がある。 

学校再開に向けて，手指消毒エタノール等の衛生用品の調達を行ったが，市場

の流通状況等により，調達に苦慮した。今後とも，それらの使用状況を踏まえ，

不足が生じないよう安定的な確保に努めていく。また，学校の感染症防止に係る

ガイドラインや衛生管理の各種取り組みについては，国の考え方を踏まえながら

都度見直しを図るほか，学校内の消毒作業等に多くの保護者がボランティアとし

て協力いただいているとともに，教職員の負担軽減のため，各学校にスクール・

サポート・スタッフを配置する取り組みを進めていく。 

児童生徒等と教職員の感染のリスクを可能な限り低減しつつ，教育活動を行う

必要があり，様々な感染症対策を講じてきたところだが，感染症の流行に対する

予防のため，保護者が児童生徒を出席させないことがある。その場合には出席停

止として記録し，欠席として取り扱いを行わないこととしてきた。今後も，こう

した取り扱いを継続するとともに，それぞれの保護者や児童生徒に寄り添い，電

話連絡や家庭訪問などを丁寧に行っていく。 

 

  ④保育所・児童クラブ・子育て支援等 

２月 29日に本市で初めて感染者が確認されたことや，３月２日から市立学校の

臨時休業が決定したことを受け，集団の中での子どもたちへの感染防止を第一に

考え，３月１日以降，のびすく（子育てふれあいプラザ等）を原則休館としたほ

か，３月２日には児童館の自由来館などを休止，３月３日には幼児の健康診査を

休止するなど，市内で感染が拡大する前に先行的に対処した。４月 11日には保育

施設等で複数の職員の感染が確認され（14日にクラスターの発生を確認 ），直ち

に当該施設を休園し，消毒等の対応を指示するなど，感染拡大の防止に努めた。 

こうした中で，保育施設等や児童クラブにおいて，保育の受け入れや子どもの

居場所づくりを継続したことは，医療従事者など保育等を必要とする保護者を支

える役割を果たした。 

一方，幼児の健康診査や妊婦等を対象とした各種教室を休止にしたことは，感

染防止には効果があったと考えられるものの，健康診査再開後の受診者の集中や，

妊娠・出産等に悩みを抱える人に対するケアという観点からは，心配な影響が出

てくることも懸念されるため，健康診査や教室等を休止するタイミングやその期

間を適切に選定することが極めて重要となってくる。今後は，感染が拡大する中

での健康診査の要領を検討し，可能な限り健康診査を継続して実施できるような

体制をあらかじめ構築しておくことが必要である。 

また，児童相談所では，感染による保護者の入院等で養育者不在となった児童
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の一時保護に備えた受け入れ体制等の検討を進めてきた。今後の一時保護の同時

発生にも対応できる体制等の構築を進めていく必要がある。 

 

  ⑤その他の福祉施設 

市内の福祉施設については，各事業者及び施設職員等の尽力により，新型コロ

ナウイルス感染症の施設内での感染防止を図ることができた。本市としても，衛

生用品等の配布や，それらの確保のための支援，対応の留意点などに係る通知な

どに努めたところであり，引き続き必要な支援に努めていく。感染者が発生した

場合には，専門的な感染症対策が必要になることや，必要な機材が不足している

こと，リスクの高さから職員の応援が難しいことなどの課題があり，今後の対応

を検討することが必要である。また，今後は，衛生用品の施設への事前配布や必

要経費を確保しておくことも必要である。 

   ⅰ）生活困窮者等自立支援施設，保護施設，児童養護施設等 

生活困窮者等自立支援施設，保護施設，児童養護施設等の入所者・職員，窓口

来所者，ホームレスの感染拡大を防止するため，国の補助事業を活用したマスク

購入費の補助，本市に寄贈されたマスク等の提供を行った。衛生用品等の社会的

需要の高まりにより時間は要したものの，対象施設・事業運営者においては，必

要な衛生用品を確保できた。 

ⅱ）障害福祉サービス事業所等 

施設に対し，国の特例措置や新型コロナウイルス感染症対応に係る留意点等に

ついて，市ホームページに掲載し，周知を行った。事業者への周知を宮城県が先

行することもあったため，今後は宮城県との一層の連携・調整が必要となる。ま

た，障害福祉サービス事業所や在宅の医療的ケア児者へ消毒液等を配布すること

により衛生管理体制の強化を図ったが，マスクについては国の優先供給スキーム

が確立されていないため，本市で配送業者等を調整する必要が生じた。 

なお，放課後等デイサービス事業所では，特別支援学校等の臨時休業に伴い，

長時間の受け入れのほか，通所での支援に代えて電話や訪問での健康管理や相談

支援を行うことなどにより，感染拡大防止に努めた。 

ⅲ）高齢者福祉施設等 

施設に対し，感染症に係る情報提供，感染予防の指導，サービス継続や介護報

酬の取り扱いに関する周知を行った。マスク等の衛生用品の確保については，国

の補助制度を活用し，施設に対し必要な経費を補助できる体制を整えることがで

きた。 

 

 ⑥市有施設の利用休止，施設での感染予防対策 

２月下旬に，「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」（以下，「市ガイドライン」という。）を作

成し，市主催事業等の取り扱いや市有施設の使用について方針を規定することに

より，市有施設の運用に係る一定の基準を全庁へ示すことができた。一方，国の

対応方針及び市内の感染状況を踏まえ，市ガイドラインの改訂が比較的短期間で

行われることとなったが，各施設では改訂の都度，指定管理者への伝達や他施設

との連絡調整等の対応に苦慮した状況もあった。また，施設の運営形態等により，

休館・休止措置の判断が異なる施設も存在した。 

市ガイドライン適用期間中，新型コロナウイルスを理由として予約をキャンセ
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ルした場合，施設利用料については全額返金することとした。施設利用者の負担

を軽減する適切な対応ではあったが，施設を複数所管する部局では，返金作業に

忙殺された。 

施設における感染症対策としては，設備の消毒・除菌，手指消毒用アルコール

や飛沫防止資器材の設置，利用者へのマスク着用やこまめな換気，利用者の連絡

先の把握の呼びかけ，職員のマスク着用や検温，手洗いの励行等，各施設の状況

に応じ，適切な対策を講じた。 

６月 30日現在，一部の市有施設を除き再開している状況にあるが，引き続きマ

スクや手指消毒用アルコール等の衛生用品の適正管理及び迅速な調達を図り，感

染防止対策を徹底の上，施設を運営していくほか，今後の感染状況により施設の

休館等を適切に判断していくことが重要である。 

 

  ⑦市主催事業等の中止・延期 

本市主催の多くの事業やイベントを中止または延期した。各局が主催する事 

業等について，市ガイドラインに従い，おのおの適切に中止・延期の判断を行う

ことができたものと考えている。また，事業の性質にもよるが，必要に応じ地域

の町内会等から意見を聴取し，それを踏まえ中止等を判断したことから，大きな

混乱は生じなかった。一方，事業やイベントの中止は，経済的損失や参加者の期

待感の喪失等，影響も大きいことから，仙台国際ハーフマラソン等の事業規模が

大きいイベントについては，より慎重な検討を要した。 

今後は，国・県の方針等にも対応しながら，必要に応じ市ガイドラインの改訂

も行い，順次主催事業やイベントの実施・再開等を進めていく段階となるが，事

業規模や参加者の特性を考慮し，感染予防対策をしっかりと講じた上で事業の推

進を図っていく。 
 

  ⑧庁舎での感染予防対策（窓口，執務室等） 

市役所，区役所等においては，庁舎の出入口等に手指消毒用アルコールを設置

しているほか，庁舎内の手すりなどの消毒を行うとともに，窓口では，職員のマ

スクの着用や，飛沫感染防止用のアクリル板等の設置などの感染予防に努めてき

た。また，来庁者に対しては，庁内放送などによる感染予防対策の啓発も行って

いる。 

本庁舎においては，職員の感染者が確認されたことなどにより，執務室等を一

時閉鎖の上消毒作業を業者委託により実施した。また，太白区役所においては，

感染者が来庁していたことが確認され，区役所を一時閉鎖し，感染者が訪問した

範囲の消毒作業を行った。消毒作業に当たっては，保健所などの関係部署間の連

携により円滑に実施できたものと考えている。 

今後は，手指消毒用アルコール等の衛生用品について，適切に在庫管理を行う

とともに，安定調達に努める。また，庁舎内の物理的制約がある中で，密接する

待合スペースや執務室における三密対策が必要であることから，会議室等のスペ

ースを活用することや，窓口の混雑解消に向けて混雑状況の情報をホームページ

で周知すること，窓口を経由しない手続き（郵送，ネット等）の拡大について検

討を進めていく。 
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  ⑨避難所対策 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い，避難所における新型コロナウイルス感

染症対策が課題となった。そのため，マスクや手指消毒用アルコール，塩素系漂

白剤及び非接触型体温計等の衛生用品を調達し，各避難所及び避難所担当課に既

に配備したが，今後，当該資器材の調達を含む避難所の感染症対策に必要な物資

のさらなる充実に努めていく。 

また，避難所運営に関する国の通知や留意事項を避難所担当課あてに複数発出

してきたが，内容に関する問い合わせや全体がつかみづらいといった意見が寄せ

られたため，各避難所で事前検討が必要な事項や避難所開設・受入れ時に必要な

対策等を整理した「仙台市避難所運営マニュアル（別冊）新型コロナウイルス対

策追加事項（令和２年６月暫定版）」（以下，「マニュアル別冊」という。）を作

成し，避難所運営における一定の基準を示した。今後は，避難所感染症対策に関

する実動訓練を実施し，マニュアル別冊に示す対策事項を検証，所要の見直しを

行った上で，避難所ごとのマニュアルへの反映を進めていく。 

加えて，避難所での密集を避けるため，市民に対し，ハザードマップを活用し，

在宅避難や親戚・知人宅等の避難所以外の避難を検討することをより強く周知し

てきたところであるが，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，引き続き調整を進める必要がある。 

 

（３）市民生活及び市民経済安定の確保 

  ①物資及び資器材の備蓄等 

中国での感染拡大により，マスク等の衛生用品の国内での供給が減少し，調達

が困難になったことから，市に対して，医療機関や福祉施設からのサージカルマ

スクの提供依頼があり，危機管理室が備蓄していたサージカルマスクを提供し，

支援を行うことができた。本市におけるマスク等の備蓄は，医療機関や福祉施設

への提供を想定したものではなかったが，新型コロナウイルス感染症対応の長期

化を見据え，今後，医療機関や福祉施設，職員への配布にも対応できるよう，サ

ージカルマスクの備蓄量の増強を図る必要がある。また，医療資器材の供給体制

の確保については，引き続き国へも要望を行いながら，適正な調達・備蓄を進め

ていく。 

 一方，４月以降，マスク等の寄贈の申し出が徐々に増え，主として危機管理室，

物品によっては健康福祉局等で，贈呈式対応，寄贈品の活用先の調整などの対応

を行った。国内外の企業や団体等から寄贈いただいた衛生用品等を始めとする資

器材は，福祉施設，学校，保育所等をはじめ多くの現場で活用されているほか，

災害時における感染防止対策として非接触型体温計を指定避難所等に配布するこ

ともできた。市ホームページで寄贈者への謝意とともに紹介している。 

 

 ②市民生活，生活支援（特別定額給付金，生活困窮者支援等） 

市民生活も大きな影響を受け，失業等により，経済的に困窮した方を救済する

ため，生活保護や，一時的な生活の場の提供などについて，それらの相談等に適

切に対応するとともに，市民の生活状況も踏まえ，市税や国民健康保険料，水道

料金等の減免など，一定の支援を行うことはできたものと考えている。 

また，特別定額給付金のオンライン申請等の受付を５月 18 日から開始し，７月
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16日時点で約９割の世帯に給付を行った。オンライン申請への対応や，不備のあ

る申請書に係る申請者への確認作業等により，給付完了までに時間を要し，市民

からの支給時期等の問い合わせが多数あったが，早期の給付に向けて全庁的な応

援体制を構築し，対応してきた。 

今後とも，支援制度の広報に努めるとともに，感染の長期化も見据えつつ，感

染状況や地域経済状況を注視しながら，市民生活に対する必要な支援に継続して

取り組んでいく。 

 

 ③経済対策（相談，融資，協力金・支援金等） 

３月以降，地域経済への影響について事業所向けの実態調査を毎月実施するな

どにより，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

対策を実施してきた。 

事業継続支援にあたっては，迅速性を最優先に取り組んだところだが，さらな

る市独自の施策についての要望もいただいた。 

緊急経済対策の実施にあたっては通常業務の大幅な見直しを行い，他局の職員

も加えた体制により取り組みを進めたが，各種相談，申請処理等に係る業務の負

荷は大きくなっている。 

今後も，事業実施に必要な体制を確保するとともに，新しい生活様式に対応し

た事業スタイルの転換支援に取り組むなど，本市の地域経済の成長を後押しする

ための経済対策を適宜適切に実施していく。 

 

 ④児童生徒の学習機会の確保 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，市立学校は３月２日から５月末まで

臨時休業となったことに伴い，児童生徒に対する学習機会確保のための取り組み

を行った。 

児童生徒の家庭学習を支援するため，各学校においては，ポスティングや訪問

等により学習プリントや教材等の配布を行ったほか，規則正しい生活と計画的な

家庭学習を進めるための週間計画表の配布などによる支援を行った。また，学習

課題について，郵送や臨時登校日における提出により学習状況の把握と新たな目

標の確認等を進めたが，双方向の支援に取り組むことができたのは，５月の連休

明けとなった。今後に向けては，児童生徒や保護者，学校現場の声も踏まえなが

ら，家庭学習の進め方や提供する課題等について，活用しやすい実例を示すよう

工夫していく。 

ICT を活用した学習支援については，教育委員会ホームページにおける「家庭

学習応援サイト」の開設や，各種の動画コンテンツの掲載に取り組んだが，一人

一台端末等のハード面が整っていなかったことや，遠隔学習を行うための教員の

力の育成が十分でなかった等の課題があり，早期に対応を行うことが難しかった。

今後，遠隔学習の展開に向けて，一人一台端末の導入を含めた ICT 環境整備を進

めるとともに，コンテンツの充実や教員のスキルアップに向けた研修に取り組む

ほか，家庭の通信環境整備に向けた支援についても検討を進めていく。 

また，児童生徒に対するきめ細かな学習支援とフォローアップを実施するため，

各学校への学習支援員の配置を進めていく。 
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（４）実施体制 

①危機管理体制・対策会議等の運営 

当初は仙台市危機管理指針に基づく対応体制として警戒本部体制を，その後国

が緊急事態宣言を発出した４月７日以降は特措法及び本市行動計画に基づく全庁

的な対応体制として対策本部等を設置し，必要に応じて本部会議を開催し，市の

対応を決定したほか，市長から市民へのメッセージも発信した。また，仙台市医

師会会長にも可能な限り出席をいただき，医療サイドからの認識や提案をいただ

くなど，概ね適切に対応することができたものと考えている。なお，緊急事態宣

言の解除後においても，全庁的な対応を継続するため，当分の間，市長をトップ

とする危機対策本部（緊急事態宣言時は，新型インフルエンザ等対策本部）を維

持することとしている。 

本市行動計画においては，感染者の発生段階に応じて体制移行することとして

いるが，国の基本的対処方針などにおいて，行動計画とは異なる発生段階が示さ

れたことにより，体制移行の判断に悩む場面もあった。今後は，新型インフルエ

ンザ等対策行動計画を基本としながらも，国や宮城県が示す方針等に応じて柔軟

に対応する。 

  

  ②組織体制・応援体制 

    感染者が増加するにつれて保健所の業務量が増大したことに加え，社会経済活

動の様々な分野に影響が及んだことから，保健所の体制を強化するとともに部局

横断的に各般の施策を調整する担当局長等を配置した。その後も特別定額給付金

の支給，緊急経済対策の実施に際しては，担当局内での応援体制による対応に加

え，順次，他局・区からの人事異動も行い，担当部署の体制を整備してきた。 

    部局横断的な調整を行う担当の配置により，部局間で連携しながら多岐にわた

る事業を進め，また，各種支援策実施のための執行体制を整備することができた。

これには感染拡大により事業が縮小，延期となった部署を中心に人員を捻出する

ことで対応してきたが，計画している事業が再開，継続するにつれ，対応には限

界があった。特に専門職の人員確保は困難を極めた。 

    引き続き，感染の動向や市民生活への影響，各種支援事業の実施状況等に応じ

て，適正な組織体制，応援体制の構築に努めていく。 

また，感染の拡大を受け，接触機会の低減のため２月 28 日より公共交通機関 

利用者を対象に時差出勤を実施した（８時出勤～９時 30分出勤の３区分）。さら

に，緊急事態宣言が本市を含む全国に発令され，業務継続を優先した上で可能な

範囲で出勤者削減に取り組むことが求められたことを受け，４月 21日より時差出

勤の運用を拡充した。具体的には，対象を全職員とするとともに，時差出勤の区

分を９区分（７時出勤～13時出勤）に拡充し，８時出勤以前・10時出勤以降・そ

れ以外で概ね３分の１ずつの出勤者となるよう目安を設けた。その後，緊急事態

宣言の解除を受け，６月１日より時間帯ごとの出勤者の目安の運用を停止し，９

区分による時差出勤の実施を継続し，現在に至る。時差出勤者は，４月 20日時点

では全職員（変則勤務職場等の職員を除く）のうち 16.7％で，４月 21 日の運用

変更以降については，５月は全職員のうち４割，６月は３割強となっている。 

当該取り組みにより，通勤途上及び職場内における接触機会の低減を一定程度

図ることができた。今後，各職場における出勤者の低減策への対応状況を聴き取



仙台市新型コロナウイルス感染症対応検証結果報告書 

24 

るとともに，感染症の拡大状況も踏まえながら，引き続き実施のあり方について

検討していく。 

このほか，職員間の接触機会の低減につなげるため，５月 25日から６月５日ま

での期間，職員研修所にサテライトオフィスを試行的に開設した。この間の利用

者は 22名で，利用実態や試行後のアンケート調査を踏まえ，今後のサテライトオ

フィス運用へ向けた課題を整理した。今後，各職場における対応可能業務も精査

し，サテライトオフィスの拡大に向けて検討を進める。 

 

  ③市と県の連携・役割分担 

    市と県の連携等については，市，県の本部会議に相互の職員が参加しているほ

か，コールセンターや，ドライブスルー方式による帰国者・接触者外来の設置・

運用や宿泊療養施設の確保，知事・市長共同での休業要請などについて共同して

実施するなど，危機管理部門や保健所をはじめ関係部局が相互に連携，協力して，

本市や県における感染拡大防止に取り組むことができたものと考える。 

    一方，現行の法制度の枠組みでは，特措法に基づく緊急事態措置などをはじめ，

権限を持つ県の対応を踏まえた上で本市の対応を決定する必要があるが，迅速性

が求められる場合など，県の本部会議後，同日中に本市の対策会議を開催したケ

ースでは，時間的余裕がほとんどなく，資料の調製など会議の準備に苦慮した。

これまでも早い段階での国や県からの情報収集に努めてきたところであるが，引

き続き，より一層の情報共有や連携した取り組みが必要である。 
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６ 有識者意見 

本検証に資するため，この間の本市の取り組みへの評価や課題，本市への提言等に

ついて以下の３者に意見を伺った。 

 

（１）東北医科薬科大学特任教授 賀来満夫氏 

  ① 仙台市の対応全般について 

・ 仙台市では，２月末にクルーズ船乗船者からの感染者発生があり，その後し

ばらく感染者はいなかったが，４月になり飲食店や英会話教室でクラスターが

発生した。その際は，仙台市の保健所が熱心に対応していた。どれくらい感染

がまん延するかわからない状況の中で，クラスター対策をよくやられていたと

思う。相談窓口や検査体制もしっかりと行っていた。 

・ 医療体制の確保については，仙台市感染症メディカル・ネットワーク会議な

ど，様々な医療機関との調整の会議を開催していただいた。帰国者・接触者外

来についても，保健所長が中心となり，連携をとりながら体制づくりができた。

仙台市は感染症指定医療機関の市立病院を抱えており，現在も大変な状況だが，

しっかりと対応いただいている。 

・ 情報発信についても，市長自らの記者会見などにより，市民の危機意識が高

まってきた。 

・ 仙台市が危機管理体制をすぐに立ち上げて組織的な対応をしたこと，クラス

ターからのまん延防止により，最初の大きな流行をある程度抑え込んだことは

評価できる。 

 

② 検査体制について 

・ 仙台市衛生研究所では，現在，１日あたり 80 件の検査を実施できるが，業 

務にあたる職員の負担は相当なものであり，最新鋭の検査機器を導入していた

だきたい。スムーズに検査が行われるようハード面とあわせて，人員体制の支

援，人材確保などのソフト面にも配慮してほしい。 

・ 秋冬になったときに，インフルエンザの感染が拡大するので，検査体制を整

えてほしい。検査のウェートは大きく，スムーズに行うことができれば早く診

断がつき，隔離や療養施設への搬送，入院などもスムーズに行えるので，検査

についてはより充実した体制の構築が望まれる。 

 

③ 医療体制について 

・ 仙台市立病院を中心に他の基幹病院との連携により，最初の感染拡大におい

てはスムーズに対応できた。仙台市の責任ということではないが，感染者を受

け入れるために必要なマスク，手袋，ガウン等が不足するなど，十分な医療体

制が整っていない医療機関もある。医師会には資材の提供があったが，患者を

診る病院への医療資材の提供は弱かったのではないか。各病院は苦労して，自

助努力で確保したが，国，県，市の行政がしっかりと医療との連携を図るため

にも，マスクを含めた医療用資材の継続的なサプライ体制を構築するべきであ

る。 
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④ 情報発信・市民啓発について 

・ 市ホームページや市政だより，市長の記者会見などにより，市民の方々に対

して，よく呼び掛けを行っていたと思うが，市民の方からは，今どういう状況

なのか，との声も聞かれた。安心・安全のため，市民向けのさらなる情報の発

信が必要である。テレビ各局が手洗いなどの動画を自主的に放送しているが，

市民の方は，テレビの放送はとても良い，と言っている。行政がテレビ各局を

通じて，新型コロナウイルスに関するメッセージを定期的に継続して発信する

ことは危機管理上も重要であり，情報を見える化し，メディアを使って戦略的

に情報発信することが必要である。例えば，朝昼晩など１日４回程度，患者の

発生状況や療養の状況，感染が発生した場合の市の積極的疫学調査の対応，手

洗いやマスク，消毒，換気といった感染予防の基本など，専門家の協力も得な

がら，仙台市がメディアと連携して情報を発信していくべき。他の都市でもあ

まりやっていないと思う。先日，ある会合で，SARSが流行していた当時，シン

ガポールでは国営放送で「SARS HOUR」という番組を放送していたという事例を

紹介した。その例のように，仙台市がメディアと連携して，見える化した危機

管理情報を発信していけば，市民の方は安心する。 

 

⑤ ハイリスクポイントへの対応について 

・ 大規模イベントに関して，先日ユアテックスタジアム仙台を保健所の担当者

と一緒に訪問し，実際にどのような感染症対策をやっているかを確認してきた。

また，新宿区では，歌舞伎町のグループとエイズ対策等についてコミュニケー

ションをとっているようである。仙台市は国分町を抱えている。県が行うべき

かもしれないが，仙台市としてもクラスターの発生に備え，専門家と市の担当

者が一緒に出向いて，国分町の協会の役員の方などとディスカッションを行い，

集中的にリスクが高そうなところにピンポイントで感染症対策を支援するなど，

実践的な対応を行うことが求められる。換気の方法，アクリル板の使用法，手

洗いやマスクの着用，トイレの消毒などについて，実践的な指導または支援を

行っていく必要があるのではないか。国分町も広いので限界もあると思うが，

実際の現場を見た上での具体的な支援が必要である。今まで発生があったよう

なところに対して休業要請することも大切だが，業界のガイドラインをどう実

践したらいいかを議論し合うようなことも含め，ハイリスクポイントに対する

実践的な支援について，仙台市がある程度対応してもらえるといいと思う。 

 

⑥ 学校について 

・ 学校については，教育委員会が中心となってしっかりと対応している。昨日

も教育委員会主催のスキルアップセミナーをさせてもらった。学校といっても，

小，中，高校まであるので，その全部に説明はできないかもしれないが，例え

ば私が話した内容のうち，換気の仕方など対策のポイントをビデオで見える化

して，学校に配布して実践してもらうとよい。学校の一つを題材にして，例え

ば，洗い場やトイレのリスクポイントをビデオにして流す，というような対策

も必要である。秋口からのインフルエンザの流行の前に，感染症リスクポイン

トビデオのようなものを配布することなども目指してほしい。 
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⑦ 最後に 

・ テレビでの市民啓発を行う一方で，市民向けのセミナーなど，市民の不安を

解消するための啓発を，密にならないように実施できるとよい。経済同友会や

青年会議所などから個別にセミナーの依頼があり，話をしているところだが，

仙台市が主催する市民向け，各業種向けのセミナーがあるとよい。予算や会場

のこともあるが，新型コロナウイルスの流行が続くことを考えると，継続的に

実施することが必要だと思う。 

・ 新型コロナウイルスへの対応が始まった当初は，検査希望者がスムーズに 

PCR 検査を受けられなかった事例があったようだ。ドクターが検査を必要と判

断しても，帰国者・接触者相談センターで基準に合わないとされた。新しい自

動の検査機器を導入し，職員の負担を軽減して検査体制を充実させてほしい。 

 

（２）（一社）仙台市医師会前会長 永井幸夫氏 

① 相談体制について 

・ 仙台市と宮城県が共同でコールセンターを設置し，市民，県民からの相談受

付を一本化したことは良かったと思う。また，コールセンターと帰国者・接触

者相談センターを別に設けたことで，相談が集中せずに混乱を避けることがで

きた。24時間体制としたのもよかった。４月に相談が急増した際は，スタッフ

不足で大変だったのではと思うが，相談体制としてはうまくいったのではない

か。 

・ 発熱があり，かかりつけ医を持たない市民から相談があった場合の対応につ

いて，７月より受診可能な最寄りの医療機関を紹介する取り組みを始めた。仙

台市から協力依頼があり，内科，小児科，外科，耳鼻科の医療機関の協力を得

て始めることができたものだが，この仕組みが軌道に乗りつつある。今後は，

冬場になり相談者が増加した場合の対応は課題になるかもしれない。 

・ コールセンターには医師が常駐していないので，PCR 検査が必要か否かの振

り分けは難しいかもしれないが，もう少し PCR 検査を積極的に実施するような

体制にした方がよいのではないか。コールセンターから医療機関ではなく，帰

国者・接触者相談センターに繋ぎ，もっと PCR 検査を受けられるようにした方

がよい。結果が陰性であれば医療機関も安心して患者を受け入れることができ

る。もう少し対象範囲を広げて検査を実施してもよいのではと思う。 

 

② 検査体制について 

・ 仙台市と宮城県で，24時間体制で PCR検査の対応を行っている。仙台市にお

いては，これまで約 2,700件の検査を実施し，うち約 70件の陽性判定が出てい

る（７月７日現在）。陽性率としては約３％程度と少ないが，この程度だろう

と思う。相談体制とも関係するが，今後は，積極的に PCR 検査を実施していた

だきたい。 

 

③ クラスター対策について 

・ 市内では，飲食店と英会話教室でクラスターが発生したが，飲食店について

は大きく広がらなくて良かった。英会話教室については，自宅待機になった子
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どもたちの状況を保健所が毎日電話をして確認していたが，子どもでも稀に重

症化するケースもあり，子どもたちのケアは重要である。今回，宮城県立こど

も病院及び東北大学病院から積極的に協力いただける体制ができたので，今後，

市内の小中学校や幼稚園等で陽性者が発生した場合でも，万全な対応ができる

と思う。 

・ 第１波における市内のクラスターは３件で，対応も順調だったが，他都市の

ように次々とクラスターが発生するような事態になると，PCR 検査も増えて，

対応も厳しくなるかもしれない。 

 

④ 医療体制について 

・ 本市においては，仙台市感染症メディカル・ネットワーク会議において，最

新の情報を共有しながら，医療関係者と行政，学校関係者も含め，連携した取

り組みを行うことができており，これを充実させていく必要がある。 

・ 県の調整本部の入院調整で，まずは感染症指定医療機関，そこがいっぱいに

なれば入院協力医療機関にお願いする形になっている。 

・ 帰国者・接触者外来と，東北大学の臨時診療所との連携などもうまくいって

いる。保健所では医療機関から紹介された，あるいはコールセンターから話が

きた方は帰国者・接触者外来へ，症状のない方などはドライブスルーへとつな

いでおり，その使い分けもうまくいっている。 

・ 宿泊療養施設については，従前よりも感染症指定医療機関や入院協力医療機

関と近い位置に確保できたことはよかった。医師が常駐しなくても，オンコー

ルですぐに対応できる。 

 

⑤ 医療資器材について 

・ 市から医療資器材を提供いただき，各医療機関に配布することができた。市

の対策会議に出席し，医療機関における資器材不足について発言させていただ

いたが，対応いただきよかったと感じている。 

・ マスクについては６月頃ようやく備蓄することができたが，一時，医療機関

ではマスク不足が深刻な状況であった。医療資器材が不足すると，患者を診た

くても診られない状況となってしまう。２月に市と県からマスクを提供いただ

いたのは大変助かった。第２波に備えて，各医療機関でも備蓄をしていると思

うが，今後も市でも備蓄してほしい。 

 

⑥ 情報発信について 

・ ４月初めに，県知事，市長，県・市医師会長が共同で感染拡大防止に向けた

緊急メッセージを発表したが，医療現場の危機感を伝えることができ，効果的

であった。 

・ 市長のメッセージについて，感染者情報の発表などは保健所に任せてもいい

と思うが，重要なポイントでは市長自らが市民に伝えることが大切だ。市民の

安心感にもつながる。 
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⑦ 市主催事業や施設の利用休止等について 

・ 例えば，博物館や図書館等であれば一定の距離をとり，マスクをすれば感染

リスクは低いと思う。危惧しているのはスポーツ観戦である。マスクを着用し

ていても，観客はプレーを見て大きな声を出してしまう。段階的緩和で５千人

までの観戦が可能となったが（７月 10日現在），感染リスクが高まるのではと

心配している。 

・ 今後，仮にこうした場からクラスターが発生した場合には，再度開催の自粛

をお願いするという判断も必要になるのではないか。 

 

⑧ 社会福祉施設等 

・ 高齢者施設や障害者施設には特に目を配っていただきたい。医療機関と同様，

マスク等の衛生用品にも配慮してほしい。 

・ 市内ではまだ発生していないが，高齢者施設及び医療機関における院内感染

を非常に危惧している。高齢者は重症化のリスクが高い上，重症者が複数発生

してしまうと ICU のひっ迫につながってしまう。施設内・院内にウイルスを持

ち込まなければ感染は発生しないため，面会制限等の管理も重要である。 

 

⑨ 学校について 

・ ３月から５月末まで，全市で休校措置を行ったが，今後はクラス単位または，

学校単位での休校措置で対応可能ではないか。教育委員会の考えもあると思う

が，学校ごとに判断して実施するということでよいのではないだろうか。 

・ 現場での感染予防対策として，マスクの着用と手洗いの徹底が非常に有効で

ある。この間，３月から５月にかけて，小児科や耳鼻科の患者数が激減してい

る。手洗いなどの効果だと思う。マスクと手洗いを徹底することで集団感染を

防ぐことができると考えている。 

・ 一方，学校再開後，体調不良を訴える子どもが増えている。給食時間の会話

を控えるよう指導されるなど，子どもたちのストレスが心配である。 

 

⑩ 最後に 

・ 普通の生活で，マスクと手洗いを徹底することが大事だと思う。ソーシャル

ディスタンスも守れば感染しないだろう。 

・ 保健所職員は非常にがんばっていると思う。仙台市医師会としても応援を惜

しまないので，何かあればいつでも医師会にご相談いただきたい。 

 

（３）七十七リサーチ＆コンサルティング㈱ 首席エコノミスト 田口庸友氏 

① 第１波対応の総括 

・ 疫病は，人が運び，人口・経済集積に比例して拡大する傾向があり，これは

同時に成熟した現代の経済産業社会で比重の高い第三次産業が成立・成長する

条件でもあるが，仙台市は東北最大の都市であるとともに，支店経済・交通の

結節点として人の移動・接触・感染リスクが相対的に高く，実体経済・マイン

ドの両面にわたり行動自粛による影響を大きく受ける条件を備えている。 

・ その中，仙台市の新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」）関連の経済
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対策は，不確実性が高い状況下で様々な制約のある基礎自治体の対応としては，

時期・内容ともに妥当であったと評価できる。特に，いち早く打ち出した融資

制度の拡充は危機対応で最も重要なスピード感ある対応であり，市内の事業者・

住民の不安感増大を抑制するプラスのアナウンスメント効果があった。 

・ 仙台市で特別定額給付金の給付に時間を要し，支給時期に自治体間で差を生

む結果となった背景には，国が主導すべきマイナンバー（税・社会保障番号）

や情報連携のデジタル化などインフラ整備の遅れがあり，大規模な自治体は，

公平性・効率性の観点から，国への早急な対応を強く要請する必要がある。 

・ 地域産業協力金・地域産業支援金など一連の対応では，市独自の加算を行う

ことで事業者の所得消失分の補填を強化したことが評価できる。ただ，複数店

舗・単数店舗ごとに一律の給付となったことはスピード重視のためやむを得な

いが，受給者によって「十分」「不十分」の差があった。 

※ なお，今回のケースに限らず，感染リスクの高い業種の企業・事業規模（年商，従業

員数など）などのデータベースがあれば，迅速・適切な配分が可能であり，整備上の困

難はあるものの，今後の政策にも十分に活用できると考えられる。 

・ 感染症の第１波では「未知のウイルス」への脅威に対して国・地方自治体と

もかつてない政策対応（自粛・休業要請等）を余儀なくされた。社会的な混乱

や医療崩壊を阻止する必要からやむを得ない対応となったが，回避すべき危機

（リスク）と経済的損失（コスト）の均衡を大きく失して，経済的損失が膨張

した。政府・企業部門を中心に需要・所得が急減し，回復には年単位を要する

とみられ，今後，同様の対応を行えば回復不能な状況に陥る可能性がある。 

・ 感染症に伴う自粛経済の影響を大きく受けているのは，①観光関連（旅行業，

宿泊業，運輸業，食料品製造など），②接待・飲食関連，③イベント関連，④

レジャー施設，⑤冠婚葬祭業（感染不安），⑥印刷業（イベント中止）など多

岐にわたるが，総じて人口・経済が集積する「３密」の対面型のサービス業で

あり，経営体力のない小規模事業者が多く，資金繰りには行き詰まりやすい。 

・ また仙台市は，支店（支社・支所）の事業所数が４割，従業者数が６割，付

加価値額が３分の２を占める（2016 年経済センサス）支店経済であり，依存度

の高い首都圏との往来を途絶させたことにより蒸発した需要は甚大である。総

じてそれらの需要減少は財政・金融では補填しきれず，経済活動の正常化によ

るほかない。 

 

② 課題と当面の（短期的な）対応 

・ 当面の最大の課題は雇用問題で，すでに大きな経済的損失が生じ市民（事業

者）の経済厚生も毀損しており，総需要の回復が遅れれば，雇用調整助成金が

期限（「財政の崖」）を迎える秋口以降には，企業倒産・廃業や失業の増加と

いう形で発露することが懸念される。 

※ リーマン・ショック（2008 年 9 月）の際も失業率がピークを迎えたのは 10 か月後

（2009年 7 月）であり，秋口以降は新型コロナウイルス以外の感染症も拡大する時期

とも重なり，経済活動の萎縮が続けば，事業意欲・資金繰りに行き詰まる企業が増え

ることが予想される。 

・ 雇用政策は国の課題だが，大幅な需要の減少と偏在により，人員余剰（仕事
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不足）と人手不足の業種が分極化しているため，市内企業における両者間のマ

ッチング支援などは有効な対策となる。また，行政事務や公務サービス需要の

増加を見据えた市の期間雇用拡大なども想定されうる。 

※ 宿泊・飲食・イベントなどでは休業者も多く，医療福祉・小売・物流等では人手不足

が見られる。 

・ また，失業者など生活困窮者への対応は必要である。新たな住所不定者の増

加も想定されるが，住居確保に空き家や稼働率の低下した民泊などを活用する

のも一法であり，そうした生活困窮者への相談体制の強化も望まれる。 

・ 以上，第２波以降の対応については，長期戦を見据えて財政支出を抑えなが

ら，既存資源の活用や需給マッチングなどによるセーフティネット網の整備を

中心とするべきである。 

 

③ 中長期的な展望・課題 

・ 感染症の治療法・ワクチン開発や市民への流布にはなお長時間を要し，経済

活動の正常化や水準の回復には年単位が想定され，感染症対策は長期戦となる

とみられる。 

・ 仙台市に限らず，民間の経済活動の規模は極めて大きく，その落ち込みを財

政や金融で補填することは不可能であり，民間の経済活動の回復でしか埋め合

わせることはできない。 

※ 仙台市内総生産 5兆２,708億円（2017 年度）のうち，民間３兆 9,939億円（75.8％） 

・ 一方，企業収益の悪化により税収の落ち込みは不可避であり，仙台市の財政

状態も厳しい状況となり，財政支援余力は大きく低下すると見込まれる。 

・ 以上の見通しから，長期戦を戦い抜くためには「経済活動の正常化・水準の

引上げ」による以外に有効策はなく，その道筋をつけることが喫緊の課題であ

る。 

・ 第１波では「医療崩壊阻止」を目的とした「感染症専門家主導」の政策が主

体だったが，未知のウイルスについてリスクや対策など既知となった部分も少

なくなく，今後は「経済崩壊阻止」を主眼に，経済産業界が主体となって政策

を主導し，感染症専門家の知見は経済活動の正常化を前提に許容範囲を画定す

る点に活用されるべきである。仙台市においても，経済産業界のメンバーを加

えた感染症対策の専門家会議体などで，経済活動の正常化に向けた意見交換，

専門家の知見の活用などが図られるべきである。 

・ 経済活動の正常化に必要なのは，「安全」（客観的な感染対策）と「安心」

（事業者・消費者の不安心理払拭）である。前者については，業界ガイドライ

ンをはじめ，十分な対応が取られているが，後者についてはリスク・コミュニ

ケーションの巧拙も大きく作用する。感染症を「正しく怖れる」「過剰な行動

はしない」ための啓蒙や，フローベース（新規感染者数・累計）のみならずス

トックベース（療養者・重症者，退院者も含む）の感染者公表など「仙台開示

基準」を示すことも一法と考えられる。 

・ 財政支援の余力が乏しくなる中，財政・金融のハイブリッド型資金支援策と

して「資本性資金の投入」に類似した支援なども検討すべきである。 

・ 「感染高リスク業種」が判明してきた（３密で飛沫感染しやすい）ことを受
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け，同業者が加盟する保険制度創設も検討に値する。すでに個別企業向けの休

業保険商品を開発した損害保険会社もあり，民間の保険理論やノウハウの活用

により，感染時の円滑な休業と保険料の事業者負担（消費者価格に転嫁）を図

ることが期待される。 

・ また，「新しい生活様式」としてキャッシュレス決済（電子地域通貨）を市

内に導入することで，プレミアム商品券など各種政策の電子化・効率化が図ら

れるため，導入メリットは大きい。 

・ 「せんだい都心再構築プロジェクト」などの再開発事業においては，「防疫

都市」のコンセプトを打ち出せれば，すでに先行する従来型の経済集積型開発

（３密型）の他都市との差別化が図られる。 

・ 首都圏等からの移転需要に過度な期待はできない。むしろ，首都圏への流出

抑制に注力すべきと考えられる。 
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７ 分野別対応状況 
（１）実施体制 

①危機管理体制・対策会議等の運営 

（危機管理体制） 
・新型コロナウイルス関連肺炎について危機管理レベル１を設定し，全局区等に
対し情報連絡体制の強化を指示（１月 28日） 

・令和元年度第４回危機管理連絡本部会議において新型コロナウイルス感染症の

現状について情報の共有を図るとともに本市としての対応を協議（２月３日） 

・新型コロナウイルス感染症について危機管理レベル１を設定し，全局区等に対

し警戒体制を指示（２月 25日） 

・令和元年度第５回危機管理連絡本部会議において感染防止のため，本市職員の

時差出勤について決定するとともに，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（暫定版）を作成（２月 27日） 

・県内感染者発生に伴い，令和元年度第６回危機管理連絡本部会議において危機

管理指針に基づき危機管理レベル２を設定するとともに，危機警戒本部体制に

移行し仙台市危機警戒本部及び各区危機警戒本部を設置（２月 29日） 

・国が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出したこ

とに伴い，仙台市危機警戒本部及び各区危機警戒本部を廃止し，仙台市新型イ

ンフルエンザ等対策本部及び各区新型インフルエンザ等対策本部を設置（４月

７日） 

・国が全都道府県の緊急事態宣言を解除したことに伴い，仙台市新型インフルエ

ンザ等対策本部及び各区新型インフルエンザ等対策本部を廃止し，仙台市危機

対策本部及び各区危機対策本部を設置（５月 26日） 

 

（対策会議等の運営） 

・第１回仙台市新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し，東京都など７都府

県を対象とした緊急事態宣言及び基本的対処方針の改正に伴う本市の対応を

確認（４月８日） 

・第２回仙台市新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し，政府の緊急事態宣

言，宮城県による外出自粛要請および催物開催自粛要請を受け，本市において

も５月６日までの適用期間において，県による要請の周知や，市主催のイベン

ト等の休止等を行うことを決定（４月 17日） 

・第３回仙台市新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し，政府の緊急事態宣

言の期間延長と基本的対処方針の変更，これらに伴う宮城県の新たな緊急事態

措置を受け，本市においても５月７日から 31 日までの適用期間において，県

による外出の自粛要請等，職場における感染防止対策等に係る取り組みの要請，

催物開催の自粛要請，施設における感染防止対策の徹底の要請の周知等に取り

組むことを決定（５月５日） 

・第４回仙台市新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し，政府における宮城

県を含む 39 県の緊急事態宣言の解除および基本的対処方針の変更，これらに

伴う宮城県における特措法に基づく協力要請を受け，５月 15日から 31日まで

の期間，県による外出，職場における取り組み，催物（イベント等）開催，施

設における感染防止対策の徹底に関する要請の周知等に取り組むことを決定

（５月 15日） 
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・第５回仙台市新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し，政府におけるすべ

ての都道府県の緊急事態宣言の解除および基本的対処方針の変更，これらに伴

う宮城県における協力要請を受け，７月 31 日までの期間，県による外出，職

場における取り組み，催物（イベント等）開催，施設における感染防止対策の

徹底に関する要請の周知等に取り組むことを決定（５月 27 日） 

 
②組織体制・応援体制   

・新型コロナウイルス感染症に関する休暇や職務専念義務免除等の取り扱いにつ

いて，庁内に文書を発出（３月２日，３月５日，３月 27日，４月６日，４月８

日，４月 13 日，５月 12日，６月２日） 

・業務量が増大している部署に以下のとおり人員を配置（５月８日まで 22 名，

７月７日まで 36名の人員を配置） 

 

▶ 健康福祉局健康安全課に担当１名（兼務）を配置（３月 16日） 

▶ 健康福祉局健康安全課に担当１名（増員）を配置（４月１日） 

▶ 経済局地域産業支援課に担当１名（増員）を配置（４月１日） 

▶ 総務局に新型コロナウイルス感染症対策調整担当［担当局長，同課長，担当

１名］（増員）［担当部長］（兼務）を配置（４月 14 日） 

▶ 関係局次長等（危機管理室，財政局，市民局，健康福祉局，子供未来局，経

済局，文化観光局，教育局）の総務局次長等（新型コロナウイルス感染症対

策調整担当）兼務を発令（４月 14 日） 

▶ 健康福祉局保健所に単独参事及び健康安全課担当２名（兼務）を配置（４月

14日） 

▶ 市民局に特別定額給付金担当［担当課長，担当１名］（兼務）［担当係長］

（増員）を配置（５月１日） 

▶ 経済局に緊急経済対策担当［担当課長］（増員）を配置（５月１日） 

▶ 総務局に新型コロナウイルス感染症対策調整担当［担当１名］（兼務）を配

置（５月８日） 

▶ 健康福祉局健康安全課に担当１名（兼務）を配置（５月８日） 

▶ 青葉区保健福祉センター管理課に担当１名（兼務）を配置（５月８日） 

▶ 市民局市民生活課に担当２名（兼務）を配置（５月８日） 

▶ 経済局地域産業支援課に担当３名（兼務）を配置（５月８日） 

▶ 市民局市民生活課に担当１名（兼務）を配置（５月 28 日） 

▶ 経済局地域産業支援課に担当２名（兼務）を配置（５月 28日） 

▶ 健康福祉局衛生研究所微生物課に担当２名（兼務）を配置（６月１日） 

▶ 市民局市民生活課に担当２名（兼務）を配置（６月１日） 

▶ 経済局地域産業支援課に担当３名（兼務）を配置（６月１日） 

▶ 文化観光局観光課に担当４名（兼務）を配置（７月７日） 

 
・職員の接触機会を低減し職員間の感染を予防するため，新型コロナウイルス感
染症に係る時差出勤を導入するとともに，サテライトオフィスを試行的に実施 
▶ 公共交通機関利用者を対象に時差出勤の区分を３区分とし実施（２月 28日） 

▶ 時差出勤の対象を全職員とするとともに，時差出勤の区分を９区分とし，８
時出勤以前・10時出勤以降・それ以外で概ね３分の１ずつの出勤者割合を目
安とするよう運用を拡充。（４月 21日） 
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▶ サテライトオフィスを試行的に開設（５月 25日～６月５日） 

▶ 時差出勤の出勤者割合の目安の運用を停止し，９区分による時差出勤を継続
（６月１日） 

 
③県，市の連携・役割分担 
・宮城県，仙台市，それぞれの対策会議にオブザーバーを派遣（会議の都度） 
・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関する業務へ
の協力（随時） 

・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（随時） 

・新型コロナウイルスに関連した感染症に係る関係医療機関連絡会議を開催（１
月 22日） 

・県との連携を強化し，各担当部門間で情報共有を図るため，連絡体制を確立 
・県，市共同で健康電話相談窓口（コールセンター）を設置（２月４日） 
・COVID-19 小児例に係る関係医療機関連絡会議を開催（２月 21日） 
・仙台市感染症メディカル・ネットワーク会議を開催（３月 17日） 
・仙台市感染症に係る病院ネットワーク会議を開催（３月 30 日） 
・県を通じて自衛隊に災害派遣を要請し臨時 PCR検査を実施（４月４日～６日及
び４月 13日～15日） 

・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（４月 21日） 

・緊急事態措置に伴う休業要請の実施に当たり，宮城県とともに臨時電話窓口 
を設けて対応（４月 24日～26日） 

 

（２）サーベイランス・情報収集 
①PCR検査体制の確保  
・本市衛生研究所において，２月１日から 10 件/日の検査能力で検査を開始し，
人員体制の強化等により 20件/日，40件/日と順次拡充した。４月 13日以降は
新たな検査機器の導入により，80件/日の検査が可能となっている。 

・衛生研究所における６月末までの検査件数は，2,566件となっている。 

月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 計 

件数 27 件 143件 1,364 件 613 件 419 件 2,566 件 

 
・衛生研究所における検査可能数を超える検査が必要となる場合には，宮城県保

健環境センター，（公社）宮城県医師会健康センターにおいても検査ができる
よう連携体制を構築している。 

・衛生研究所における体制を強化するため，更に検査機器を導入する予定であり，
第２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。 

・抗原検査等，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，収集を
継続している。 

・市内の病院や民間検査機関において，PCR 等検査の受け入れが拡充しつつあり，
保険適用により実施される医療機関での PCR等検査については，行政検査を委
託するものとして，国通知に基づき医療機関との委託契約を取り交した。（６
月末現在 11 病院） 
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②積極的疫学調査  

・各区の保健所支所において，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ている。 

・積極的疫学調査は各区の保健所支所において実施し，調査結果を本庁の保健所
で集約し公表している。 

・３月下旬以降，４月中旬まで市内において連日感染者が確認され，積極的疫学
調査を行う各区の保健所支所の負担が大きくなった。特に，実際に患者とのや
り取りを行う保健師等のマンパワー不足が顕著になったことから，各区では区
役所内の保健師等の応援をもらい対応した。 

・保健所支所では日中は帰国者・接触者相談センターとしての相談業務に忙殺さ
れ，積極的疫学調査のほとんどが夜間に及ぶことから，保健師だけではなく，

保健所支所の職員全員の負担が大きくなった。 
・陽性が判明した方へ連絡を行い，積極的疫学調査として行動歴や他人との接触
状況について聞き取りを行うが，患者に寄り添いながら丁寧に質問し，思い出
してもらいながら複数回にわたり確認することから，１名あたりの調査に多く
の時間がかかり，職員の負担も大きい。 

・調査は陽性確認後に行うことになっているため，当日中に得ることができる公
表可能な情報は限られる。 

・最初の患者に対しては入院時の病院を訪問し調査を実施したが，２例目以降は
電話による調査に切り替えた。しかしながら，陽性確認後は患者本人が動揺し
ていることもあり，また，入院準備，手続きなども行っていることから，多く
の情報を聞き取ることが難しい。 

 

③保健所の組織体制  
・国内での新型コロナウイルス感染症患者確認以降，保健所は繁忙を極めており，
保健所本所，支所ともに新型コロナウイルス感染症への対応状況に応じて人員
体制の強化を図った。 

 
※これまでの保健所本所の人員体制強化（再掲） 

R2.3.16～ 健康安全課主任１増（兼務） 
R2.4.1～  健康安全課主事１増（増員） 
R2.4.14～ 保健所参事１増，健康安全課主査１増（兼務），主任１増（兼務） 
R2.5.8～  健康安全課主事１増（兼務） 

 

・保健所支所については，感染症対策の担当である区保健福祉センター管理課に，
保健福祉センター内の他課をはじめ，他の部からも応援や兼務発令を行い，多
くの業務を担ってきたところである。 

・特に新型コロナウイルスの感染が疑われる患者の帰国者・接触者外来の受診調
整，入院調整，コールセンター運営等については，土日，昼夜関わりなく対応
する必要があり，また，これらの業務と並行して，医療体制や検査体制の整備，
積極的疫学調査，制度改正への対応，国や県との調整などを進めるためには，
さらなる体制の確保の検討が必要である。 
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（３）情報提供・共有 

①情報発信（市民向け広報・啓発等） 
（ホームページ） 

市内の新型コロナウイルス感染症新規患者の発生状況，コールセンターへの相
談件数，検査件数，積極的疫学調査の結果などの情報や各種支援策などを掲載し，
随時更新 
・トップページに新型コロナウイルス感染症に関する情報を掲載（１月 31日） 
・水道局ホームページに水道水の水質の安全性と水道水による手洗いの徹底につ
いて掲載（２月 17日） 

・交通局ホームページに新型コロナウイルス感染症予防対策に関する情報を掲載
（２月 19日～） 

・市主催イベント等の中止・延期状況について集約し掲載（市政記者クラブにも

情報提供）（２月 26日～） 
・新型コロナウイルス感染症に関する情報のまとめページ作成（３月９日） 
・「新型コロナウイルス感染症特設ページ」に名称変更（４月 10日） 
・特設ページのリニューアル実施（５月８日） 

 
（市政だより） 

感染予防啓発，支援制度等について掲載（４月号～） 
 

（SNS） 
・広報課 Facebook による広報（随時） 
・危機管理室ツイッターによる広報（随時） 
・交通局ツイッターによる広報（随時） 

 
（ラジオ） 

市内の放送局の協力を得て感染予防啓発等の広報を実施 
▶FM 仙台「ジョイフル SENDAI 」月～金曜日 9:45 
▶東北放送「仙台市民だより」毎週土曜日 9:10（３月まで），10：35（４月から） 
▶コミュニティ FM（ラジオ３・エフエムいずみ・エフエムたいはく・らくてんド
ットエフエムとうほく）「せんだいラジオ通信」月～金曜日 10:30 

 
（その他の各種広告媒体） 
・市内公立学校の臨時休業にかかるお知らせ（３月１日河北朝刊） 
・新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ（３月 10日河北朝刊） 

・河北 Weekly，リビング仙台に相談窓口案内掲載（３月 12 日～） 
・新型コロナウイルス感染拡大防止緊急キャンペーン（県・河北新報と共同） 
  （４月 28 日～５月 14日河北新刊） 
・本庁舎吊看板設置（４月 29日～），区役所懸垂幕等掲出（４月 30日～） 
・オーロラビジョン掲載（５月１日～） 
・地域産業協力金及び支援金等にかかるお知らせ（５月 15日河北朝刊） 
・地域産業協力金及び支援金等にかかるお知らせ（５月 29日リビング仙台） 

 
（新型コロナウイルス感染症患者の発生に伴う会見・クラブレク実施） 
・市内での陽性患者発生状況について，陽性判明日に記者発表を実施 
・せんだい Tube でのライブ配信開始（４月４日～） 
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（市長メッセージ動画配信開始）（５月８日～） 

・新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ（手話通訳付き） 
 ▶心を一つに取り組みを続けましょう（５月８日） 
▶地域産業協力金・支援金の申請を受け付けています（５月 13日） 
▶日常に新しい生活様式を【せんだい生活スタイル】（５月 15日） 
▶学び舎に子どもたちの笑顔を！学校再開後の対応（５月 21日） 
▶特別定額給付金は郵送申請がおすすめ（５月 29日） 
▶仙台で買おう，仙台で食べよう（６月９日） 

 
（外国人住民向け情報発信） 
・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等に
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 

【感染症注意喚起・防止啓発・相談窓口情報】１月 24日以降随時 
【外出自粛要請関連情報（緊急事態宣言 等）】４月３日以降随時 
【仙台市立学校の休校等に関する情報】４月７日以降随時 
【生活・経済支援情報（特別定額給付金 等）】４月 22日以降随時 

・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
支援施策等の情報提供や，専門相談窓口の紹介，「通訳サポート電話」による
通訳支援を実施。 
※通訳サポート電話の対応言語：18 言語（英語，中国語，韓国語，ベトナム語，
ネパール語，タガログ語，タイ語，ポルトガル語，スペイン語，ロシア語，
インドネシア語，イタリア語，フランス語，ドイツ語，マレー語，クメール
語，ミャンマー語，モンゴル語） 

 

②相談体制  
・宮城県と共同で 24 時間体制の健康電話相談窓口（コールセンター）を設置，
運営（２月４日～） 

・開設後，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。 

・開設後から６月末までの相談件数は，43,693件となっている。 

月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 計 

件数 2,859 件 6,396件 21,305 件 7,789 件 5,344 件 43,693 件 

 
（４）予防・まん延防止 

①クラスター対策  
・市内飲食店におけるクラスターの発生により，厚生労働省のクラスター対策班
に４月１日に支援依頼。以降，随時情報交換を行い，アドバイスを得ながら対
応にあたった。 

・複数の感染者が確認された以下の施設について，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。 

 
（市内飲食店関係） 

実施期間：令和２年４月３日（金）～５日（日） 
受検者：108 名 
結果：全員の陰性を確認 
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（英会話教室，保育園関係） 

実施期間：令和２年４月 13日（月）～15日（水） 
受検者：115 名 
結果：６名の陽性を確認 

 
・上記クラスター事例の PCR検査にあたっては，既存の帰国者・接触者外来だけ
での対応が困難であったことから，宮城県を通じて自衛隊に災害派遣を要請。
自衛隊の協力を得てドライブスルー方式による検体採取を実施。 

・感染拡大を防止するため，短期間で PCR検査対象者への連絡や検体採取を行う
必要があり，保健所職員だけでは対応が困難であったことから，健康福祉局内
の各部署から各日 10～20名の職員の応援をもらい対応。 

 

②外出自粛要請，施設の使用制限（休業要請） 

（特措法に基づく要請） 

・緊急事態宣言の対象地域が宮城県を含む全国に拡大したことにより宮城県が特

措法に基づく要請を行ったことを受け，以下を周知（４月 17日） 

 ▶ 宮城県による特措法 45条１項に基づく外出自粛要請 

 ▶ 宮城県による特措法 24条９項に基づく催物開催自粛要請 

 

・政府の緊急事態宣言の期間延長および基本的対処方針の変更に伴う宮城県の新

たな緊急事態措置を受け以下を周知（５月５日） 

 ▶ 宮城県による特措法 24条９項に基づく外出自粛要請 

 ▶ 宮城県による特措法 24 条９項に基づく職場における感染防止対策等の取り

組み等の要請 

 

・宮城県を含む 39 県の緊急事態宣言の解除および基本的対処方針の変更に伴う

宮城県における特措法に基づく協力要請を受け以下を周知（５月 15日） 

 ▶ 宮城県による特措法 24条９項に基づく外出自粛要請 

 ▶ 宮城県による特措法 24 条９項に基づく職場における感染防止対策等の取り

組みの要請 

 

・すべての都道府県の緊急事態宣言の解除および基本的対処方針の変更に伴う宮

城県の協力要請を受け以下を周知（５月 27日） 

 ▶ 宮城県による移行期間を設けた外出の自粛，催物開催の制限の周知 

 

（特措法によらない任意の呼び掛け等） 

・県知事，市長，宮城県医師会長，仙台市医師会長の４者で共同記者会見。不要

不急の外出を当分の間控えるよう呼び掛け（４月３日） 

・東北６県知事，新潟県知事，市長，新潟市長が共同で「東北・新潟緊急言」を

発表（４月 24 日）。都道府県をまたいだ不要不急の外出自粛や，繁華街の接待

を伴う飲食店等への外出自粛等を呼び掛け 

・東北６県知事，新潟県知事，市長，新潟市長が共同で「東北・新潟共同メッセ

ージ」を発表（５月８日）。県境をまたいでの移動等の自粛を呼び掛け 
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③学校（臨時休業，再開） 
・新型コロナウイルス感染症に係る学校保健安全法上の対応及び中国から帰国し
た児童生徒等への対応について，各市立学校あてに通知を発出（１月 30日） 

・学校での対応に係る通知（症状の有無の判断基準の変更等）を発出（２月 12日） 
・学校での対応に係る通知（学校・保健所・教育委員会間の連絡体制等）を発出
（２月 21日） 

・予防措置及び発生時の対応について，各校及び保護者に通知（２月 25日） 
・新型コロナウイルス発生時の対応（第二報）及び卒業式・入学式等の開催に関
する考え方等について通知（２月 26 日） 

・部活動等の対応について通知を発出（２月 27日） 
・市立学校の臨時休業について，以下のとおり通知を発出 
▶ 新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のための臨時休業（３月２日
～３月 24日について通知（２月 28日） 
※文部科学省からの休業要請によるもの。 

▶ 新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のための臨時休業（４月８日
～４月 14日）について通知（４月６日） 
※市内で感染者が連日発生していたことによるもの。 

▶ 新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のための臨時休業（４月 15日
～５月６日）について通知（４月 13日） 
※国において緊急事態宣言が発出され，対象地域である首都圏と本市は高速

交通網で直結しており，感染拡大を最大限警戒すべき状況となったため，
始業式及び入学式を実施した後，臨時休業とすることにしたもの。 

▶ 始業式及び入学式を５月７日以降にすることを決定（４月 14日）し通知（４
月 15日） 

 ※子どもたちが利用する施設で新たなクラスターが複数発生したと考えざ
るを得ない状況となり，感染が局所的なものに留まらず全市的に広がって
いる可能性があったことによるもの。 

▶ 新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のための臨時休業（５月７日
～５月 31日）について通知（４月 30日） 

 ※首都圏の感染者数が高い水準にあり，県外からの人の移動も含め予断を許
さない状況にあったことによるもの。 

・卒業式は，在校生・来賓の参加取り止めなどの出席者の抑制，代表生徒への卒
業証書授与，参加者間のスペース確保など感染防止のための措置を徹底したう
えで実施 

・４月 15 日に予定していた始業式及び入学式は，保護者あての連絡が当日の朝
となったことから，早期の判断と決定を望む声や度重なる変更で信頼が揺らぐ
という意見，教科書を配布する方法の問い合わせなどが多く寄せられた。 

・臨時休業に伴い，小学校１年生から３年生（４月以降は４年生を含む）の児童
及び小・中学校特別支援学級に在籍する児童生徒，特別支援学校の児童生徒に
ついて，各学校における受け入れを実施 

・臨時休業期間中，全ての児童生徒に対し，教職員からの電話連絡や訪問を行う
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実施 

・学校防犯巡視員や教職員などによる地域内の見守り活動を実施 
・学校再開に向けて，児童生徒が生活リズムを整え，円滑なスタートにつなげら
れるよう，複数回の臨時登校日を設けるなどの対応を実施 

・各学校に対して，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
工夫案をまとめたガイドラインを送付（５月 25日） 

・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衛生用品を各校に配備 

・小学校・中学校・高等学校の始業式及び入学式を実施（６月１日～２日）。来
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賓は招待せず，保護者の参加も学校規模に応じ１名から２名に限定 
・安全な配膳の仕方などを確認するため簡易給食を実施（６月３日～５日） 
・学校再開後は，毎朝の検温等，家庭と連携した児童生徒の健康管理を実施。マ
スク着用の徹底と手洗いの励行，こまめな換気や座席間隔の確保に努めるとと
もに，感染防止チェックリストを配布し，活用を図っている。 

 
④保育所・児童クラブ，子育て支援等  

（健康診査，教室） 

・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（３月３日） 

・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を中止（３月３日） 

・一時休止していた健康診査を再開（６月 16日） 

 

（のびすく（子育てふれあいプラザ等）） 

・３月１日以降の休館を決定し，指定管理者へ通知（２月 29 日）。本市ガイド

ラインの改訂を踏まえ，のびすく休館の延長を通知（３月 27日，以後随時） 

・国の補助金を活用し，ハンドソープなど感染拡大防止に必要な衛生用品を購

入・配布（５月以降随時） 

・事業規模を縮小して事業を再開（６月１日） 

 

（保育所等） 

・国の補助金を活用し，感染拡大防止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（３月） 

・保護者あてに「保育所等における新型コロナウイルス感染症に係る予防措置及

び発生時の対応について（通知）」発出（２月 26日） 

・市内保育園で保育士の感染が判明し，同園を４月 23日まで臨時休園とすると

ともに，施設の消毒を指示（４月 11日） 

・保育所等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の臨時休園等の目安に

ついて，市内保育所等あて通知（４月 12日） 

・市内の教育・保育施設等を利用する保護者に対して，「新型コロナウイルス感

染症対策に伴う家庭での保育のお願い」を通知（４月 13 日） 

・改めて登園自粛を要請（４月 23日） 

・自粛要請期間を５月 31日まで延長する旨を通知（４月 30 日） 

・感染拡大防止に必要な物品等の購入に要した経費に対する補助金の令和２年

度分の受付を開始（６月１日） 

 

（保育所等地域子育て支援センター事業） 

・室内への自由来所など一部事業を利用休止（３月２日～５月 31日） 

 

（児童クラブ） 

・小学校と児童クラブで児童を受入れ（３月２日～３月 24 日，４月８日～５月

31日）。 
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・自由来館などの児童クラブ以外の事業について受入れを休止（３月２日） 

・国の補助金を活用し，マスクなど感染拡大防止に必要な衛生用品を一括購入・

配布（３月以降随時） 

・優先供給スキームを活用して購入した，手指消毒用アルコール消毒液を児童館

に配布（４月） 

・小学生への感染が確認された地域にある向陽台児童館を小学校の臨時休業 

にあわせて，臨時休館（４月 13日～５月６日） 

・乳幼児親子の受入れを再開（６月１日） 

 
⑤その他の福祉施設  

（生活困窮者等自立支援施設，保護施設，児童養護施設等） 

・国の補助事業を活用したマスク購入費の補助，本市に寄贈されたマスク等の提

供（随時） 

 

（障害福祉サービス事業所等） 

・障害福祉サービス事業所や在宅の医療的ケア児者へマスク・消毒用エタノー 

ル等を配布（随時） 

・国の補助事業を活用した衛生用品購入費の補助（３月） 

・国の特例措置やコロナ対応に係る留意点等について，感染拡大の状況に即して

本市ホームページへの掲載を行い，段階的に事業者へ周知（３月６日以後，随

時） 

・緊急事態宣言後の留意事項を通知（４月 24日） 

・自立支援給付の特例にかかる「感染症の影響と判断できる理由」を通知（５月

11日） 

 

（高齢者福祉施設等） 

・感染者発生時の報告について周知し，情報のホームページ掲載について所管施

設及びサービス事業所すべてに通知（２月 19日） 

・特別養護老人ホームで看護師の感染が判明（４月６日）。翌日，施設内の消毒

及び利用者・家族への周知等の状況を確認（４月７日） 

・市内感染者発生を受け，改めて感染予防及び拡大防止について所管施設及びサ

ービス事業所あて文書で注意喚起（４月７日） 

・グループホームで介護職員の感染が判明（４月 20日）。翌日，施設内の消毒

及び利用者・家族への周知等の状況を確認（４月 21日） 

・緊急事態宣言後の留意事項について通知（４月 24日） 

 
⑥市有施設の利用休止，施設での感染予防対策  

（共通事項） 

・健康福祉局から全庁へ，市民利用施設等の利用者への感染症予防対策の周

知を依頼（１月 27日） 

・「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（暫定版）」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。また，感染者の発生状況や国の基本的対処方針等に基

づき，市有施設の運営等に関して市ガイドラインを順次改訂 
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２月 27日 暫定版：適切な感染予防対策を講じて事業・施設等を運営 

２月 29 日 改訂版：（主な改訂内容）イベント中止に係る利用料は全額

返金 

３月４日  三訂版：（主な改訂内容）不特定多数の利用可能スペースに

ついて利用を休止，地域で特に必要なものを除き，

適用期間中の新規の利用予約を中止 

３月 27日 四訂版：（主な改訂内容）適用期間を４月 12日まで延長 

４月８日  五訂版：（主な改訂内容）市外からの観光客を含め多数の方

が予約なしで利用できる施設等の利用を休止 

４月 22 日 六訂版：（主な改訂内容）既利用予約者に対して利用自粛を

強く要請，利用料全額返金に係る適用期間の撤廃 

４月 30日 七訂版：（主な改訂内容）５月 31日まで市民利用施設を臨時

休館，全ての新規利用予約を中止 

５月 15 日 八訂版：（主な改訂内容）施設ごとに，利用者特性や感染予

防対策等を考慮して，利用の休止，再開を判断 

５月 27 日 九訂版：（主な改訂内容）７月 31 日まで概ね３週間ごとに，

市民利用施設の段階的緩和（収容率や人数上限等）

を実施 

・市ガイドライン改訂（五訂版）を受け，４月 11日から５月 10日まで市民

利用施設を臨時休館することを発表（４月９日） 

・施設における感染防止対策として，設備の消毒・除菌，手指消毒用アルコ

ールや飛沫防止資器材の設置，利用者へのマスク着用やこまめな換気，利

用者の連絡先の把握の呼びかけ，職員のマスク着用や検温，手洗いの励行

等を徹底した。 

 

（各施設での対応事項） 

・利用者への利用自粛要請及び臨時休館・休止に伴う電話連絡を実施 

・臨時休館・休止について周知文・周知看板等を施設へ掲示するとともに，

ホームページを活用して周知を図った。 

・各区から単位町内会長あてに市ガイドラインを送付し，集会所について本

市の方針に準じた取り扱いを依頼（３月４日以降随時） 

・コミュニティ・センターについても同様に，各区から施設管理者あてに市

ガイドライン等を送付し，本市の方針に準じた取り扱いを依頼（３月４日

以降随時） 

・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，必要に応じて，飛沫防止用アクリル板等を整備 

・再開にあたっては，当面は飲食を伴う利用は不可とし，予約の上利用でき

るスペースについては定員の半数程度での利用を要請 

・手で触れる展示物が多い施設については，立入禁止にするとともに，休憩

スペースでの飲食を禁止 

・スポーツ施設では，感染者が発生した際の接触者特定を目的として，施設

利用確認書兼同意書に氏名と連絡先を記入していただいた。 
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・ホール系施設（青年文化センター）の再開にあたっては，公立文化施設協

会のガイドラインも参考にしながら，施設利用者への要請事項をまとめた

文面を作成 

・令和２年６月補正でサーマルカメラ購入予算を計上。不特定多数が密集す

る恐れのある市民利用施設にサーマルカメラを配置していく。 

 
（市バス・地下鉄での対応事項） 
・車内定期消毒の回数を増やすとともに，窓開け等による車内換気を実施 
・地下鉄主要駅，定期券発売所窓口等へ手指消毒用アルコールを設置 
・地下鉄駅窓口，定期券を扱う営業所の窓口，バス車内の運転席付近等に飛沫感
染を防止するためのアクリル板やビニールシート等を設置 

 

⑦市主催事業等の中止・延期  

（共通事項） 

・２月下旬以降，市ガイドラインに従い，主催事業について適宜中止・延期を判

断するとともに，名義後援している事業についても中止・延期の検討を要請

（名義後援した事業について，自粛の要請に反して開催された事例は見られ

なかった。） 

・本市の関係スポーツ団体に対し，大会等の中止・延期等，開催自粛の要請を文

書により行った。 

・児童生徒を対象とする事業については，学校の休校や部活動の取り扱いを参考

としながら対応方針を決定 

・すでに広報済みの講座やイベントについては，所管するホームページにおいて，

中止の広報を行った。 

 

（中止（を決定）した主催事業（例）） 

・仙台国際ハーフマラソン（開催予定日：５月 10日） 

・大人の水道見学ツアー（開催予定日：５月 29日） 

・(仮称)荒浜シーサイドクリーン（開催予定日：５月 30日） 

・春のアレマキャンペーン（オープニングイベント，全市一斉「ポイ捨てごみ」

調査・清掃活動）（開催予定日：５月 29日～６月 17日） 

・ディスカバーたいはく区内探訪会（開催予定日：６月） 

・水道探検親子ツアー（開催予定日：６月６日） 

・水道フェア（開催予定日：７月 22 日） 

・深沼海水浴場親水イベント（開催予定日：７月 30日～８月２日） 

・各区民まつり（開催予定日：10月～11月） 

 
⑧庁舎での感染予防対策（窓口，執務室等） 

（本庁舎等） 

・各庁舎の出入口に手指消毒用アルコールを設置 

・感染予防対策を啓発するための庁内放送を実施（３月２日～） 

・感染拡大防止のため，本庁舎１階「市民のへや」，「ギャラリー２」の利用

休止（３月４日） 

・清掃等委託業者に対し，新型コロナウイルスの感染症対策に関する通知を発

出（４月 10 日）。入庁時のマスク着用や，エレベーター操作パネル・手すり
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等，来庁者が頻繁に接触する場所の消毒等について指示 

・本庁舎６階で職員の新型コロナウイルス感染が確認されたため，消毒業者に

よる消毒作業を実施（４月 13日） 

・飛沫感染防止のため，本庁舎総合案内，守衛室等に透明の間仕切りを設置（４

月 14日～） 

・本庁舎４階で新型コロナウイルス感染者の来訪が確認されたため，消毒業者

による消毒作業を実施（４月 18日） 

・各局・行政委員会等主管課及び庁舎入居団体に対し，庁舎内で感染者が発生

した際の消毒の考え方について通知（「新型コロナウイルス感染症に関する

庁舎の消毒について」）を発出（４月 21日） 

・本庁舎及び分庁舎の各所属に対し，職場内を消毒するための消毒液（次亜塩

素酸ナトリウム）等を順次配付（４月 24日～） 

・本庁舎１階「市民のへや」，「ギャラリー２」について，椅子の間引き等の

対策を行い，利用再開（６月１日） 

 

（各区役所） 

・各課窓口・記載台，手すり，エレベーター内，ドアノブ等，来庁者・職員の接

触が多い場所の清掃・消毒を実施 

・庁舎の出入口や窓口に手指消毒アルコールを設置 

・窓口等に飛沫感染防止のための透明なアクリル板又はビニールシートを設             

置 

・執務室内の換気の強化を実施 

・待合用いすの増設や配置等の見直し，ホールなどの待合スペースの開放など

による三密の回避 

・郵送等で対応可能な手続き等についてのホームページ上での周知 

 

（太白区） 

・感染者の来庁があったことが判明し，区役所を一時閉鎖（４月３日） 

・感染者が立ち寄ったフロア（１階戸籍住民課周辺）を消毒（４月４日） 

・飛沫感染防止のため，戸籍住民課の窓口にフィルムの仕切りを設置 

 
⑨避難所対策   

・避難所における手洗いや咳エチケット等の励行とともに，避難所内に体調不

良者の専用スペースを設けるための事前検討や，避難所開設時には避難者名

簿を作成する等の対応を避難所担当課等へ順次依頼（４月～） 

・避難所の感染対策徹底について庁内へ通知（４月８日） 

・発災前における避難所のスペース検討や避難所開設時の名簿作成，健康調査

カード等について庁内へ通知（４月 20日） 

・指定避難所の各施設管理者に，避難所における感染症への各種対応について

協力を依頼（４月 21日） 

・避難所運営委員会との情報共有等について補足通知を発出（４月 24日） 

・避難所での密集を避けるため，ハザードマップを活用して在宅避難や親戚・

知人宅等の避難所以外の避難を検討することや，避難する場合はマスク，体

温計，石けん等の衛生用品を持参することをホームページ（４月 23 日掲載）
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及び市政だより６月号等で市民へ呼びかけ。 

・衛生用品（マスク，アルコール手指消毒剤，塩素系漂白剤，使い捨て手袋，ペ

ーパータオル等）を避難所開設時に持参できる体制の整備，避難所開設時の

施設の消毒方法について庁内へ周知（４月 28日） 

・避難所で用いる衛生用品を各避難所担当課へ配布（５月 11日） 

・津波避難施設 19か所に衛生用品を配備（５月） 

・避難所となる各施設のうち，学校及び津波避難施設へ寄贈品の非接触型体温

計を配備（学校：６月４日，津波避難施設：６月 18日） 

・避難所における新型コロナウイルス感染症の各種対策について，従前の「仙

台市避難所運営マニュアル」を整理し，マニュアル別冊を作成し公開（６月

８日） 

・マニュアル別冊の作成の周知とともに教育局を通じ各施設へ改めて協力依頼

を送付（６月 12日） 

・地域（連合町内会）や避難所担当課を対象に，避難所運営マニュアル別冊を

用いた説明会を６月 25日から７月６日にかけて各区で開催し，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 

 
（５）医療 

①帰国者・接触者外来の体制確保  
・令和２年２月１日付厚生労働省事務連絡を受け，宮城県と連携のうえ，感染
疑いのある患者を診察し，PCR検査の検体を採取する医療機関の体制を構築 

・当初，医療機関の確保や夜間・休日の輪番体制を比較的順調に構築できたが，

感染疑いのある患者の増加に伴い，土日を中心に受診待ちが発生 
・各医療機関における受診方法の工夫による受け入れ可能数の増加や，東北大
学病院の臨時診療所として４月 21 日から新たにドライブスルー方式の帰国
者・接触者外来を市内に立ち上げたことにより，４月下旬には受診待ちは解
消 

・東北大学病院の臨時診療所は，４月に開設した場所の使用期限が６月末まで
となっていたことから，県とともに調整を行い，７月１日から新たな設置場
所で稼働（現設置場所は使用期限なし） 

・上記の各医療機関の外来対応に係る施設・設備の変更について，医療法上の
許可申請等の手続きを簡素化し，申請手数料が生じる許可申請については，
全額減免対応を行った。（６月末現在，新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく申請手続きの簡素化６件，市独自の減免対応５件） 
 

②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 床が確保されている。 

・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。 

 
③宿泊療養施設の確保  

・新型コロナウイルスウイルスの感染拡大が見られた場合に備え，宮城県と連
携し，軽症者等の療養施設を確保した。 

・４月には，県と共同で「La楽リゾートホテルグリーングリーン」を６月末ま
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で借り上げることとし，200室の療養施設を確保。４月 16日より受け入れを

開始した。 
・上記施設の使用可能期間が６月末までであったため，新たな施設を確保すべ
く，県とともに候補となる施設への打診などの調整を行い，100室の療養施設
を確保した（施設名，所在地非公表）。当該施設は６月 25日から受け入れを
開始し，９月末まで借り上げる。 

・現在，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。 

 
④発熱患者への対応  

・発熱症状がある市民が円滑に医療機関を受診できるよう，保健所及び各区の
保健福祉センター，「仙台市・宮城県電話相談窓口(コールセンター)」にお

いて，受診先を見つけられない発熱患者に対し，受診可能な診療所等の情報
提供を行うことの検討を行った。 

・仙台市医師会の協力のもと，６月９日付で市内の仙台市医師会会員医療機関
に対し，発熱症状を有する患者の診療状況，並びに「仙台市・宮城県電話相
談窓口(コールセンター)」等において，かかりつけ医をもたない発熱患者に
対して市が受診可能医療機関として情報提供を行う場合の協力の意向につい
て，緊急のアンケート調査を実施した。 

・アンケート調査は，主な発熱患者の受診先となる内科 351箇所，外科 32箇所，
小児科 45 箇所及び耳鼻咽喉科 42 箇所の計 470 箇所の仙台市医師会会員医療
機関に対して行った。 

・アンケート調査の結果，400箇所より回答があり，約 160 箇所の医療機関より
発熱患者への情報提供にご協力いただけることとなり，７月１日より，「仙

台市・宮城県電話相談窓口(コールセンター)」等において，居住地の近隣医
療機関の情報提供を開始した。 

 
⑤救急対応  

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え，消防局に配備している救急予備

車を活用し，最大時で感染症対応専用車両を３台編成し運用開始（２月３日） 

・119 番入電時の通報内容から新型コロナウイルス感染症疑い患者を選別できる

よう，対応フローを作成し早期に事案に対応できる体制を構築（２月３日） 

・感染防止資器材については在庫管理に努め，必要な資器材の購入やその活用方

法について整理検討を行った。 

・Ｎ95マスクについて，需給が逼迫し入手しにくい状況であることから，備蓄の

消費を抑えるため，使用後３日程度保管し，ウイルス死滅までに要する目安の

72 時間を経過後に再度活用するサイクル方式を導入，取り組み開始（５月 11

日） 

・新型コロナウイルス感染症流行下における救急現場等での心肺蘇生法のあり方

を整理し，時限的なプロトコール（対応手順）の運用を行っている。 

・新型コロナウイルス感染症疑い患者の円滑な病院搬送について関係機関と協議

を行い，健康福祉局から仙台医療圏における発熱患者の受け入れに係る「発熱

症状を有する患者の収容依頼に関する手順書」が示されたことから，同手順に

基づく対応を開始（６月 17日） 
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・新型コロナウイルス感染症疑い関連事案の推移 

 ３月：６件  ４月：45件  ５月：20件  ６月：64 件（※） 

※ ６月は上記「発熱症状を有する患者の収容依頼に関する手順書」に基づく

事案管理を行ったため，件数が増加している。 

 
⑥市立病院の対応 

・発熱，呼吸器症状があり，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（英語・中国語含む）（１月 27日） 

・院内感染防止対策として，入院患者への面会制限を実施（２月 29日） 

・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

ーとする院内対策検討会議を設置（２月 29日）。３月４日以降週１回開催 

・看護師の負担軽減のため一部病棟での入院受入れを制限（３月２日） 

・サージカルマスクの供給不足に伴い，院内での使用量抑制実施。以後，N95 マ

スク，ガウン等の不足物資についても使用量抑制や代替品の使用を実施（３月

４日） 

・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（３月４日） 

・院内感染防止のため，入院患者への面会禁止を実施（４月１日） 

・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実施（最大８床）（４月３日） 

・院内感染防止のため，開館時間の短縮，病院入口での発熱者スクリーニングを

開始。リハビリテーション室で午前を外来患者，午後を入院患者とする利用時

間の分離を開始。妊婦検診時の家族付添，夫の立会分娩を中止。糖尿病教室を

休止（４月６日） 

・予定入院患者に対し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

（４月９日） 

・当院での里帰り分娩における妊婦検診を，市内帰省後２週間間隔を空ける対応

を実施（４月 13日） 

・院内ガイドボランティアの活動を休止（４月 20日） 

・小児科での乳児検診を当院で出生した１か月児のみの対応とした。（４月 21日） 

・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（４

月 24日） 

・各病棟での患者受入，リハビリテーション，薬剤指導，栄養指導等について，

感染対策を行ったうえで通常対応に戻すとともに，救急患者や紹介患者の受入

れ等の患者確保の取り組みを積極的に進めることとした。（５月 27日） 

・院内ガイドボランティアの活動を再開（６月１日） 

 
（６）市民生活及び市民経済安定の確保 

①物資及び資材の備蓄等  

・今回の新型コロナウイルス感染症への対応にあたり，医療資器材が不足すると

いった事態を受け，危機管理室で備蓄していたマスクを仙台市医師会に提供（２

月 14日）。また，高齢者施設等へも約５万枚提供（３月 24 日） 

※ 危機管理室では，新型インフルエンザ等の感染拡大に備え，市民や職員の

使用を想定し，令和２年１月時点で 19 万４千枚のサージカルマスクを備
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蓄していた。 

・医療機関への配布を目的とした医療資器材の備蓄はしていなかったが，健康 

福祉局において，補正予算によりマスク，手指等の消毒用アルコールなどを調

達して配布 

・国内外の企業，団体，個人からマスク等を寄付いただき，マスクについては，

医療用，一般用，子ども用なども合わせて約 62万枚の寄付を受け，医療機関や

福祉施設，学校，保育所等に配布し，感染拡大防止に活用（４月以降随時） 

・危機管理室では，寄付いただいた一般用マスクの一部と，当初の備蓄の残を合

わせ，６月末現在，約 28万枚のマスクを備蓄 

・避難所用の備蓄について，各区役所・総合支所等に保管していた衛生用品を各

避難所担当課へ配布し，避難所開設時に持参することとした。（５月 11日） 

※ 避難所１か所あたりの配布物資：マスク 120枚，アルコール手指消毒剤１

ℓ，塩素系漂白剤 600㎖，使い捨て手袋 200枚，ペーパータオル 200枚 

・避難所における感染防止対策用として，30万枚のマスクを購入し，各区役所・

総合支所等に備蓄（５月末） 

・避難所において施設の消毒等のために使用するペーパータオルについて，

102,000枚を調達し，各区役所，総合支所に備蓄（６月） 

 
②市民生活，生活支援（特別定額給付金，生活困窮者支援等含む） 

（特別定額給付金） 

・市ホームページに特別定額給付金の関連情報を掲載（４月 22日），随時，情報

を発信 

・特別定額給付金のオンライン申請開始（５月 18 日），８月 26 日まで受付。特

例申請受付開始（５月 29日まで） 

・特別定額給付金の郵送申請の申請書を発送開始（５月 25 日），６月 11 日頃ま

でに完了 

・特別定額給付金の申請受付開始（５月 26日），８月 26日まで受付 

・特別定額給付金の口座振り込み開始（５月 28日） 

 

（子育て世帯への臨時特別給付金） 

・市ホームページに子育て世帯への臨時特別給付金の関連情報を掲載（５月１日）， 

随時，情報を発信 

・公務員支給対象者の郵送申請受付開始（５月 25日），９月 24日まで受付 

・一般支給対象者に支給対象通知を発送（５月 28日） 

・一般支給対象者に子育て世帯への臨時特別給付金の口座振り込みを実施（６月

15 日） 

 

（生活保護） 

・生活保護の相談・申請・決定の各件数及びそのうち新型コロナウイルス感染症

の影響によるものと思われる各件数について，健康福祉局から各区生活保護担

当課へ照会及び集計を定期的に実施 
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（住居確保給付金） 

・新型コロナウイルス感染症の影響による失業等で経済的に困窮した方を救済 

するため，住居確保給付金の支給要件が緩和された。これによる申請件数の増

加に対応していくため，令和２年第１回臨時会及び第２回定例会で補正予算を

付議し，住居確保給付金の扶助費を増額 

・窓口混雑防止及び新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から申請を原則郵 

送とし，申請様式をホームページに掲載するなど，事務の効率化を実施 

 

（住まい確保支援） 

・本市事業である「路上生活者等自立支援ホーム『清流ホーム』」等既存の一時

生活支援施設はあるものの，急速な景気悪化による失業者の増加等に対応する

ため，ホームレス支援等のノウハウがあり，かつ，住宅セーフティネット法に

基づく居住支援法人の指定を受けている事業者への委託により，アパート 10室

を確保し，宿泊場所や食事の提供等を実施 

・新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や失業などにより，会社の社宅や

寮などからの退去を余儀なくされた方に対し，一時的な住居として市営住宅を

提供 

 

（生活自立・仕事相談センター「わんすてっぷ」） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が悪化し，生活困窮者自立相

談支援機関である「仙台市生活自立・仕事相談センター『わんすてっぷ』」に

多くの相談が寄せられており，相談件数の増加や，一人ひとりのニーズに合わ

せた支援を行うため，相談支援体制の強化を実施。これまでの自立相談支援 17

名，就労準備支援３名，就労訓練推進２名に加え，「アウトリーチ支援員」を

配置し，センターの相談支援体制の強化を実施 

 

（市税，国民健康保険料，水道料金などの減免等） 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け，収入が大幅に減少した等の事情によ

り，水道料金等の支払いが困難な方に対し，支払いの猶予等納入に関する相談

に応じることについて，水道局ホームページに掲載（３月 12日） 

・生活福祉資金貸付制度の適用を受け，一時的にガス料金の支払いが困難となっ

ている方を対象に，ガス料金の支払期限を延長する特別措置を実施（３月 25日） 

・地方税法の改正に伴い，徴収猶予の特例の申請受付と市ホームページでの周知

を開始（５月１日） 

・国民年金保険料の臨時特例免除等申請の受付を開始（５月１日） 

・国民健康保険，後期高齢者医療傷病手当金の支給申請の受付を開始（５月８日） 

・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被保険者等に係る後 

期高齢者医療保険料減免申請の受付を開始（５月 15日） 

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金，下水道使用料（令和２

年７月及び８月検針分）の減免について，ホームページに掲載（５月 19日） 

・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被保険者等に係る国 

民健康保険料減免申請の受付を開始（５月 20日） 

・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場合等の仙台市介護

保険料減免申請の受付を開始（６月 10日） 
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③経済対策（相談，融資，協力金・支援金等） 

・国内の感染者が増え始め，観光や宴会のキャンセルなど感染症が経済活動に影

響を及ぼし始めていたため，緊急経済対策の第１弾として，中小企業の喫緊の

課題である資金繰りを支えるため，本市融資制度の拡充や保証料の補給による

事業者負担の緩和などを行う支援策を実施（３月 17日～） 

・その後，３月下旬から４月中旬にかけて市内で感染症が拡大し，地域経済が売

上減少などの大きな打撃を受けている状況を踏まえ，４月 28 日にまとめた緊

急経済対策第２弾では，４月 25 日～５月６日の休業要請に応じた事業者への

地域産業協力金，売り上げが５割以上減少した事業者への地域産業支援金など

の支援を実施 

・５月７日の緊急事態宣言の解除を受け，少しずつ地域経済にも動きが出始めた

状況を踏まえ，中小事業者の事業継続を引き続き支援するとともに，経済の回

復期を見据えた追加対応策として，商店街応援割増商品券の発行支援や宿泊促

進キャンペーンなどの需要喚起，事業者の前向きな投資を支援する地域産業応

援金や地域企業応援窓口などの施策を盛り込んだ緊急経済対策第３弾を発表

（５月 28日） 

 

④児童生徒の学習機会の確保  

・市立学校が３月２日から臨時休業となったことを受け，休業期間中の児童生徒

の学習機会の確保を図るため，以下の取り組みを行った。 

▶ 臨時休業中の家庭学習を進めるため，学習プリントや教材の配布（２月 28

日～） 

▶ 教育委員会ホームページに「家庭学習応援サイト」を開設し，家庭学習で使

用できる動画コンテンツなどが掲載された文部科学省の「子どもの学び応

援サイト」を学校と家庭へ周知（３月４日） 

▶ 「家庭学習応援サイト」にて，順次，学年別，教科別に家庭学習の取り組み

方法を掲載するとともに，「仙台自分づくり夢教室」や，科学館の「おうち

でチャレンジラボ」等，家庭学習に活用できる動画コンテンツを掲載（３月

４日～） 

▶ 令和元年度に未指導となった内容の有無や，補充学習が必要な学年や教科，

補充学習の方法等について，児童生徒や保護者とあらかじめ共通理解を持

ち，不安の解消に努めるよう，学校に周知（３月 26日） 

▶ 新学年の教科書や学習課題などを配布し，新年度の学習意欲の向上に努める

（４月 15 日～） 

▶ 学校ホームページへの家庭学習のアドバイスの掲載や，規則正しい生活と計

画的な家庭学習を進めるための「週間計画表」の配布などについて，学校に

周知を図り，順次各学校での取り組みを推進。各学校では，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，郵送や臨時登

校日における提出等により，児童生徒の学習状況の把握と新たな目標の設

定，励ましを実施（４月 22日～） 

▶ 児童生徒の家庭学習を支援するため，科学館ホームページに学習に活用でき

る動画コンテンツ（中学生理科）の配信を開始（４月 28日～） 

▶ アンケートによる希望調査を行い，家庭での PC やタブレット等の情報端末

が利用できない児童生徒に対して，学校のパソコン室の利用の取り組みを
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開始（４月 30日～） 

▶ 対面指導によらない家庭学習の工夫例や，学校再開後の授業における指導の

工夫例をまとめ，学校への周知と活用を図る（５月 15 日） 

▶ 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（５月 25 日～） 

・学校再開後は，学校行事の精選を図るとともに，夏季休業期間等における授業

日の設定などにより，授業時数の確保に努めている。 

・夏季休業期間中の授業実施に伴う児童生徒の健康面への影響に配慮するため，

エアコンの設置が間に合わない学校に対し，仮設エアコンの設置を行った。 

・また，長期間の臨時休業を踏まえ，児童生徒へのきめ細かな支援と学習のフォ

ローアップを行うため，学習支援員の配置を進めている。 

・臨時休業中の学習保障の観点から必要性の高まった遠隔学習に関して，各家庭

の通信環境を把握するためのアンケート調査を実施した。 

 
（７）その他 

①財政運営，財源確保 

・５月の臨時会での補正予算案において，対応が急がれる新型コロナウイルス感

染症対策等の財源を確保するための臨時的・緊急的措置として，市債管理基金

から 30億円の借入金を計上 

・新型コロナウイルス感染症対応のための財政基盤を確立するため，事業の優先

順位を再度点検し，事業の組替え等により財源を生み出す方針とし，対象事業

の検討を各局等に対して依頼（４月 30日） 

・各局等から提出された案件のうち，第２回定例会において，年度内対応が困難

又は年度内縮小や繰り延べが可能である事業等について，一般財源ベースで約

14億円の減額補正を実施 

・引き続き，当初予算の組替えや事業見直しによる不断の財源確保に取り組むこ

とが不可欠となるため，現時点での状況を踏まえた組替え可能事業の照会を実

施（６月 30日） 

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策のための補正予算の内容】 

ア 令和元年度予算の増額補正 

（令和２年３月専決処分） 

   【補正額】305,800 千円 

   【主な内容】 

・ 保育所や障害者福祉施設等における手指消毒用アルコールやマスクなど 

の衛生用品の購入，購入費用の助成 

 

イ 令和２年度予算の増額補正 

   （第１回臨時会における増額補正） 

  【補正額】138,756,499 千円 

   【主な内容】 

・ 特別定額給付金 

・ 地域産業協力金・支援金 
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・ 政府の GIGA スクール構想に対応した小・中学校の１人１台端末の整備等 

    ・ 子育て世帯臨時特別給付金 

 

  （第２回定例会における増額補正） 

   【補正額】1,585,342 千円 

   【主な内容】 

    ・ 地域消費喚起割増商品券発行 

・ 地域産業応援金 

   ・ 観光誘客宣伝（宿泊促進キャンペーンの実施） 

 

  （第２回定例会追加提案における増額補正） 

   【補正額】3,086,197 千円 

   【主な内容】 

    ・ ひとり親世帯臨時特別給付金 

    ・ 地域産業支援金の事業費追加 

・ 学校，福祉施設等における手指消毒用アルコールやマスクなどの衛生用品

の購入，購入費用の助成 

 


