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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。 



仙台市新型コロナウイルス感染症対応検証結果報告書 

15 

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
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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。 

  


