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                       本市の対応状況について                                                    資料３ 

区 分 市の対応状況（８月 26日時点） 今後の市の対応 国・県の主な対応・要請等 

                                       市の体制強化 ・感染対策局を新設 

・4月以降計 10回の人事異動を行い、適時適材適所、臨機応変に対応 

・感染対策担当理事を新設し、市民病院に派遣することで、医療機関との連

携をさらに強化  

・市の対策本部会議に医療機関等にもご参加いただき「拡大本部会議」を開

催（計 5回） 

・感染対策局や緊急対策事業に要する人員について、必要に応じ

た職員の配置を行う。 

 

・ウィズコロナの時代に、さらなる官民連携を図るため、「ウィ

ズコロナ官民連携会議」を開催（8/27） 

○組織体制の整備（県） 

・感染症等対策室を設置し、感染症対策を統括する機能を強化 

検査医療体制 １ 検査体制 

・4/5より、あかし保健所で PCR検体検査を実施 

・5/4より、1日当たりの検査数を最大 18検体から 60検体に拡充 

ＰＣＲ検査機器を 2台増設（合計 3台）及び検査員を 3名増員（合計 5名

体制） 

・7/18より、鼻咽頭ぬぐい液に加え、唾液を用いた PCR検査を開始  

・8/13より、1日当たりの検査数を 60検体から 102検体に拡充 

・検査実績（累計）：2,572件（陽性：90件） 

 

２ 医療体制 

・4/14 帰国者・接触者外来を 1か所増設（合計 4か所） 

・市内医療機関の協力により、発熱者等に対応する外来の設置 

・市内医療機関に最大で 38床を確保して中軽症者を受け入れ 

・重症者については、県の新型コロナウイルス入院コーディネートセンター

と調整の上、県立加古川医療センターで受け入れ 

・入院後の無症状者や軽症者の療養に県が運用する宿泊療養施設を活用 

・入院者数：53人、退院者数：30人、死亡者数：2人 

・宿泊療養者数：5人 

・市内の入院病床の使用状況：9床 

・上記医療機関に対する物資支援（マスク、アルコール消毒液及び防護服の

提供、外来用テント貸し出し（１式） 

１ 検査体制 

・高齢者施設新規入居者のうち希望者全員にＰＣＲ検査を実施 

・引き続き、濃厚接触者には速やかに検査を実施するとともに、

感染リスクの高い無症状者に対しても検査を活用 

 

２ 医療体制 

・入院病床のさらなる確保及び県との連携により患者の重症度

合いに応じたスムーズな入院体制の構築 

・県の宿泊療養施設の使用状況を注視しながら、保健所設置市と

して市内に宿泊療養施設の設置を検討 

・医療機関に対する物資支援を継続 

○ 入院医療体制（県） 

・入院病床については 652床（うち重症対応 110床）を、宿泊療養

施設については 500室をそれぞれ確保 

・入院者数：189人（うち重症者数：15人） 

・宿泊療養者数：43人 （いずれも 8/25現在） 

 

 

○ 検査体制（県） 

・現在、1,190件/日の検査実施が可能。2,500件/日まで増強する 

・保健所を介さずにＰＣＲ検査を実施できる「地域外来・検査セン

ター」について、東播磨圏域および淡路圏域の 2か所に早急に開

設する 

相談・情報 

提供 

１ 相談窓口の対応 

(1) 総合相談ダイヤル（あかし保健所） 

・新型コロナウイルスに対する様々な相談窓口 （平日：9～17時） 

・延べ相談件数：7,029件（3/9～8/25） 

 

(2) 感染したかもダイヤル（あかし保健所） 

・感染症に関する相談窓口（毎日：9～20時） 

・延べ相談件数：12,638件（1/24～8/23） 

 

(3) 高齢・障害相談ダイヤル（明石社会福祉協議会・地域総合支援ｾﾝﾀｰ） 

・生活上の不便・不安を抱える高齢者・障害者やその家族・近隣住民か 

らの相談窓口（平日：9～20時 土日祝：9～17時） 

・延べ相談件数：624件（4/21～8/24） 

・高齢・障害相談ダイヤルについて、9月 1日より対象を日常生

活の見守りが必要な生活要支援者に広げて、「生活支援ダイヤ

ル」としてリニューアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相談窓口の設置（国・県） 

・心のケア相談（県） 

 県精神保健福祉センター 

・在留外国人等に対する多言語での生活相談（県） 

 ひょうご多文化共生総合相談センターにおいて週末   

相談を含む 11言語にて対応 
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区 分 市の対応状況（８月 26日時点） 今後の市の対応 国・県の主な対応・要請等 

                                       (4) 妊婦さん相談ダイヤル（こども健康課） 

・こども健康センター保健師等による相談窓口 

（月～土：8時 55分～17時 40分） 

 

２ 情報提供 

・市ホームページによる情報発信 

 「明石市独自の 15の支援策」を更新 

・4月 1日号以降、毎号の広報あかしによる情報発信 

・専用ダイヤルの周知のための、ちらし、ポスターの配布 

・ツイッター、フェイスブックによる情報発信 

・明石ケーブルテレビによる情報提供の強化 

 

３ 市民向け情報拠点の開設（6/1～7/15） 

・日々更新される感染対策や生活支援の情報を集約して提供し、市民が抱え

る様々な疑問、不安や悩みに応える最新情報の発信拠点をあかし市民広場

に開設（延べ相談件数：180件） 

・パネル展示、大型ビジョン上映、相談コーナーや除菌液配布コーナーを設

置 

 

 

 

 

 

・9月 1日号広報あかしで特集記事を掲載するなど、今後も必要

に応じて、市ホームページ・広報あかし・ツイッター・フェイ

スブック・明石ケーブルテレビなどを活用し、情報発信を行う。 

感染防止物資

の提供 

・医療用Ｎ９５マスク、サージカルマスク、アルコール消毒液等の市備蓄物

資を医療機関に提供 

① 医療用Ｎ９５マスク（備蓄数：2,367枚） 

 帰国者・接触者外来の感染症病棟用として提供(４医療機関 1,500枚) 

② サージカルマスク（備蓄数：474,650枚） 

 帰国者・接触者外来、及び保健所が支援を必要と判断する医療機関等に提

供（９医療機関等 86,900枚） 

③ アルコール消毒液（備蓄数：322ℓ） 

 帰国者・接触者外来、及び保健所が支援を必要と判断する医療機関に提供

（３医療機関 120ℓ） 

④ 防護服（備蓄数：1,731着） 

 帰国者・接触者外来、及び保健所が支援を必要と判断する医療機関等に提

供（３医療機関 519着） 

・市で布マスクを製造し、高齢者福祉施設等の職員、保育施設、放課後児童

クラブの職員、市内小、中、養護学校、明石商業高校の児童生徒、幼稚園・

保育園児等に配布（61,856枚） 

・市内酒造メーカーが製造した、手指消毒に使用できる高濃度エタノール製

品の購入、高齢者福祉施設、障害者施設等への情報提供 

・帰国者・接触者外来等で大量に使用する、使い捨てのビニール製ガウンに

ついて、市内企業に製造を依頼し、必要数を確保 

・事業者や個人等からの物資寄付を受付、寄付者の希望を考慮して医療機関

等に提供 

・医療機関の必要物資の充足状況を把握し、医療機関で確保が難

しい物資を中心に、引き続き備蓄を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 マスク対策（国） 

・布製マスクの配布 

国が布製マスク 2000 万枚を一括購入し、地方公共団体の協力も

得て、介護施設等に一人１枚を配布 

 妊婦を対象に、妊娠届出時等に５枚を配布 

・医療用マスクの安定供給 

国が 1500万枚を購入し、地方公共団体等を経由して、必要な医療

機関に優先配布・国備蓄マスク（8 万 6 千枚）を県内感染症医療

機関に優先配布（15病院、2団体） 

〇医療用マスク・防護服等の確保（県） 

・県全体の医療機関において、マスクは 5月末、防護服は 6月上旬

時点で、概ね 3か月分に相当する分を確保 

・県において、さらに概ね 6か月分の使用相当量を医療機関に代わ

り保管 
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                                       重症化予防 

対策 

(1) 高齢者福祉施設等に対する巡回指導 

保健所と高齢者対策担当部署等が連携し、福祉職員等が市内 141か所の通

所・入所施設を巡回し、感染症対策を指導 

・3/9 より 1 巡目の巡回を開始。感染予防策の現状確認と予防啓発チラシの

配布を実施 

・3/24より 2巡目の巡回を開始。下記の 3点をポイントとして実施 

①予防強化（施設内の禁煙対策の徹底、入所施設の利用者以外の入室に注

意するよう啓発） 

②施設職員用に布製マスクを配布 

③1 巡目で聞き取った他施設の取組状況を配布し、施設間の情報共有を図

る 

・5/11より 3巡目の巡回を開始。利用者へのサービス提供等施設の運営状況

を確認 

 

(2) 障害者福祉施設に対する巡回指導 

・3/31より 1巡目の巡回を実施。高齢者施設への巡回で培ったノウハウを活

かし、市内 167か所の（通所・入所）施設を巡回しチェックリストによる

感染予防対策の確認・現状把握を実施 

・5/11より 2巡目の巡回を開始。利用者へのサービス提供等施設の運営状況

を確認 

 

(3) 介護・障害サービス継続支援（7/1～） 

・緊急事態宣言以降、感染予防対策を行いながら、事業を継続した介護・障

害福祉サービス事業者に補助金を交付（介護 349件、障害 209件） 

・介護・障害福祉サービスの事業所で感染者が発生した場合等に、代替サー

ビスの提供や、感染防止に係る経費を補助 

・情報・コミュニケーション支援を要する障害者等への情報提供を行うため

タブレット端末を追加整備（5台整備済） 

・家族が感染した高齢者、障害者に対してショートステイの受け入れや自宅

訪問介護を行うなど、生活維持に協力する事業者に対して補助金を交付 

 

(4) 要配慮者に対する配慮 

・民生委員による避難行動要支援者台帳及び一人暮らし高齢者台帳登録者

へ紙マスク及び新生活様式での熱中症予防対策チラシ配付（7月） 

 

(5) 明石市介護サービス事業者連絡会との意見交換会の実施 

・保健所と高齢者対策担当部署等が連携し、明石市内の訪問や通所サービス

事業者等で構成される明石市介護サービス事業者連絡会等との意見交換会

を開催（3/26,4/22,5/20） 

(6) 感染者発生時の対応等に関する説明会の実施 

・引き続き、必要に応じて高齢者・障害者福祉施設等に対して、

感染症対策を確認・指導するとともに、施設等からの感染症対

策に関する問い合わせ等に対して、情報提供を行う。 

・相談内容を庁内関係部署で情報共有し、施設運営のバックアッ

プに努める。 

・介護・障害福祉サービス事業所を通じ、高齢者等に感染症対策

の徹底を周知する。 

〇高齢者施設・障害者施設等（県） 

・感染拡大防止対策を厳重に徹底した上での事業実施を要請 

・面会者からの感染を防ぐため、オンライン面会等を活用し、直接

対面を避けることを要請 

・高齢者施設・障害者施設等において、概ね 2か月分のマスク、消

毒液等の使用量確保を図ったうえで、次なる波に備え、さらに概

ね 2か月分の使用量相当を県において保管 

・高齢者、障害者等の施設において、新型コロナウイルス患者が発

生した場合の基本的対応方針を定め、施設内感染を防ぐための仕

組みを整備。また、新型コロナウイルス感染者が発生し、職員が

不足する施設向けに、協力施設等からの職員派遣等の仕組みを整

備 
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・保健所と高齢者対策担当部署の合同で市内の高齢者福祉施設（186施設）

を対象に感染予防対策及び感染者発生時の対応等について説明会を実施

（8/5, 8/6） 

喫煙対策 ・喫煙者の重症化リスクの軽減及び喫煙所内での利用者間の濃厚接触の防止

等を目的として、市内に設置した駅前喫煙所（全 9か所）の閉鎖を継続 

・合わせて市役所に設置している全喫煙所（全 3か所）も閉鎖を継続 

・市内に設置した駅前喫煙所（全 9か所）は、駅ごとの設置を１

か所に統合（全 5か所）した上で、8/31に JR明石駅前喫煙所

を再開する。その他の喫煙所は 9月以降に順次再開する予定。 

・再開にあたり、受動喫煙を防止するための設備改修を行い、感

染症拡大防止のための利用上のルールを設ける。 

・9月を強化月間として駅前周辺における喫煙マナーアップキャ

ンペーンを実施する。 

 

学校等での 

感染防止対策 

・小、中、養護学校、明石商業高校の児童生徒、幼稚園・保育園児等及び教

員等に市で製作した布製マスクを配布 

・小、中、養護学校、明石商業高校の児童生徒用に市民、企業から受贈した

家庭用マスクを順次配布 

・除菌作業用電解次亜水を各学校に配布 

・小・中学校に手洗い用の水道蛇口を増設 

 

・国の補助事業等を活用してマスク、消毒液、体温計、空気清浄

機などの保健衛生用品を継続して確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

〇県立学校（県） 

・6/1から教育活動を再開 

・6/14までは実態に応じた分散登校 

・県立高校は、部活動を制限して再開 

 6/15～6/21 平日 3日/週 1日あたり 2時間上限 

       休日 1日/週 1日あたり 2時間上限 

6/22～   通常どおり 

・県立高校は、生徒の学習支援のためタブレットの貸出 

・児童生徒への心のケア等各学校の相談体制充実 

公共施設の 

開設状況 

・5月下旬より、感染防止対策を講じながら順次再開 

・一部制限のある施設は下記のとおり 

 あかし市民図書館、西部図書館（学習室等は減席） 

 少年自然の家（管理宿泊棟は休止） 

 高齢者ふれあいの里（お風呂とカラオケは休止） 

 大蔵海岸多目的広場、明石中央体育会館、明石海浜公園屋内競技場（更衣

室の人数制限） 

明石海浜公園屋外運動施設、魚住北公園屋外運動施設（更衣室の使用禁止） 

・あかねが丘学園については、密とならないようカリキュラムや

一部場所を変更し 9月から再開予定 

 

〇社会教育施設（県） 

・県立施設については、休館・休業を解除し、感染防止対策を整え

順次開館 

 

イベント等 ・イベント開催にあたっては、国及び県の基準を踏まえて開催の可否を判  

 断 

・実施にあたっては、「3つの密（密閉・密集・密接）」の回避を基本に身 

体的距離の確保、マスク着用等の感染防止策を徹底 

＜開催の目安＞ 

・屋内：5,000人以下、かつ定員の半分程度以内の参加人数 

・屋外：5,000人以下、かつ人と人との距離を十分に確保（できるだけ 2 

ｍ） 

・今後も国及び県の基準を踏まえて、開催の可否を判断する。 イベントの開催自粛要請（県） 

・全国的・広域的な祭り。野外フェス等は、中止又は延期を要請 

・感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていな

いイベント等の中止又は延期を要請する。 

・催物開催にあたっては、適切な感染防止対策の実施を要請 

・全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が 1,000人を超

えるようなイベントの開催を予定する場合には、必ず開催要件等

について対策本事務局への事前相談をするように要請 

生活・企業 

支援 

・「明石市独自の 15の支援策」として、市民ニーズに合わせてさまざまな支

援を実施 

・感染の恐れの高い飲食店を中心に、感染予防策の店内整備など

ハード対策費用と啓発事業など市と共同で事業を進めるための

ソフト対策費用などを合わせて一括の応援金として、関係組合、

商店街等を通じて店舗に助成 

 


