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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） 

 

 



仙台市新型コロナウイルス感染症対応検証結果報告書 

48 

・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 

 


