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記 者 提 供 資 料 

2021 年（令和 3 年）2 月 17 日 

感 染 対 策 局 安 全 統 括 室 

総 務 局 総 務 管 理 室 

担 当 ： 久 保 井 ( 2 4 0 2 ) 

 

明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例

の制定について 

 

 本条例につきまして、令和３年１月 12日から２月 10日までに実施したパブリックコメント

等を踏まえ、令和３年第１回定例会３月議会において提案するに当たり、下記のとおり記者提

供いたします。 

 

１．条例制定にかかる市の考え方 

新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」といいます。）の感染拡大に歯止めがかからな

い状況の中、感染症の影響で苦しんでいる市民等を総合的に支援し、健康や生活を守るとと

もに人権を保護するため、本市の感染症対策の基本方針を定める条例を制定しようとするも

のです。 

また、２月 13 日に施行された改正感染症法では、入院に応じない場合等は過料の対象に

なりえるとされていますが、市民に最も身近な基礎自治体の使命として、市民の事情に配慮

し、寄り添いながら支援を行う旨を規定いたします。 

 

２．条例に規定する主な内容 

(１) 総合的支援 

感染症が発生しないよう、また、発生した場合でも市民への影響が最小限になるよう、市

民、事業者、社会福祉施設等の施設に対し、総合的な支援を行います。 

市民、事業者への支援 施設等への支援 

①知識の普及啓発、まん延防止措置 

②情報提供及び助言、相談体制の充実 

③安心して日常生活を営むための支援 

④経済的負担の軽減を図るための支援 

⑤家族へ配慮した支援 

①巡回指導、啓発活動 

②保健師等による指導及び助言 

③消毒支援 

④まん延防止のための資材や経費に係る支援 

⑤事業継続支援 

 

(２) 差別的取扱いの禁止 

何人も、全ての者に対し、感染していることや過去に感染したことがあること等を理由と

した差別的取扱いを禁止します。差別的取扱いを受けた場合やその恐れがある場合は、被害

者の救済を図るため、相談や情報の提供、日常生活支援、権利を擁護するために必要な支援

を行います。 

 

(３) その他市や事業者の責務等について規定 
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３．パブリックコメントの結果 

実施期間 令和３年１月１２日～２月１０日 

意見を頂いた人数  １４名 

意見総件数  ２５件 

意見内容別件数 

 条例制定による効果について ２件 

 用語の定義について ２件 

 具体の支援策に対する要望について １０件 

 感染症法改正（個別事情を踏まえた支援）について ３件 

 聴覚障害者等の配慮を要する者へのフォロー体制について ６件 

差別的取扱への対応について ２件 

 

４．パブリックコメント以後の主な修正点 

(１) 法改正に伴う罰則措置に対する市の方針の明確化（第５条） 

  感染症法の一部改正に伴い、 

・入院を拒否した者や入院期間中に逃げた場合等（感染症法第 80条） 

・保健所職員による積極的疫学調査を拒否した場合等（感染症法第 81条） 

  について新たに過料が設けられましたが、パブリックコメントの意見を踏まえ、罰則をも

ってその手段とするのではなく、違反行為を行った市民の事情を配慮し、寄り添いながら支

援を行う旨を明記します。 

 【第５条第５項新設】 

市は、感染症法第 80条又は第 81条の規定にかかわらず、これらの条に規定する行為を行っ

た市民の事情等に配慮し、寄り添いながら支援を実施するものとする。 

 

(２) 新型コロナウイルス感染症の定義の修正（第２条） 

 下記特措法の一部改正に伴い参照元が削除されることから、所要の修正を行います。 

修正前）新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２第１項に規定する新型コロ

ナウイルス感染症 

修正後）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第７項第３号に

規定する新型コロナウイルス感染症 

  

５．施行期日 

公布の日 

 



明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援 

及び差別禁止に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 総合的支援（第５条―第７条） 

第３章 差別的取扱い等の禁止（第８条・第９条） 

第４章 対策本部（第１０条・第１１条） 

第５章 雑則（第１２条） 

附則 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の患者等に対する市の支援に関し

て基本となる事項を定めるとともに、当該患者等に対する差別的取扱い等を禁止

することにより、新型コロナウイルス感染症の発生時において市民の生命、健康

及び人権を保護し、並びに市民生活及び市民経済の安定に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (１) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」という。）第６条

第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。 

(２) 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市民 次のアからウまでのいず

れかに該当する者をいう。 

  ア 新型コロナウイルス感染症の患者（感染症法第６条第１１項に規定する無

症状病原体保有者を含む。）である市民又は新型コロナウイルス感染症に感染

していると疑うに足る正当な理由のある市民（以下「新型コロナウイルス感

染症の患者等である市民」という。） 

  イ 新型コロナウイルス感染症の発生に起因する生活上の不便又は経済的な影

響を受ける市民 

  ウ 新型コロナウイルス感染症の患者等である市民の家族である市民 

 (３) 事業者 市内において事業活動を行う者又は団体をいう。 



 (４) 新型コロナウイルス感染症対策本部 市長が新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「法」という。）第３４条第１項の規

定に基づき設置する市町村対策本部であって、新型コロナウイルス感染症に係

るものをいう。 

 (５) 新型コロナウイルス感染症対策 法第３４条第１項の規定に基づき新型コ

ロナウイルス感染症対策本部が設置された時から、法第３７条において読み替

えて準用する法第２５条の規定に基づき廃止されるまでの間において、市が法

令等の規定により実施する措置又は支援をいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、市内における新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延を防止す

るため、適切な措置を講じなければならない。 

２ 市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市民への支援を適切に実施す

るものとする。 

３ 市は、新型コロナウイルス感染症に関する情報を市民及び事業者に適切に提供

するものとする。 

４ 市は、第２項に規定する支援及び前項に規定する情報提供を実施するに当たっ

ては、新型コロナウイルス感染症の患者等である市民及びその家族の人権を十分

尊重しなければならない。 

５ 市は、第２項に規定する支援及び第３項に規定する情報提供を実施するに当た

っては、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市民には、新型コロナウイル

ス感染症の患者等である市民のみならず、その家族である市民が含まれているこ

とに十分配慮しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は、自己の管理する場所又は施設において、新型コロナウイルス感

染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

２ 事業者は、新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならな

い。 

 

第２章 総合的支援 

（市民及び事業者に対する支援） 

第５条 市は、市民及び事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の予防に関する

知識の普及啓発その他の新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延を防止する



ために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、新型コロナウイルス感染症が発生したときは、市民及び事業者に対し、

必要な情報の提供及び助言を行うとともに、相談体制の充実その他の必要な支援

を実施するものとする。 

３ 市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市民が安心して日常生活を営

むために必要な支援を実施するものとする。 

４ 市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市民の経済的負担の軽減を図

るための支援を実施するものとする。 

５ 市は、感染症法第８０条又は第８１条の規定にかかわらず、これらの条に規定

する行為を行った市民の事情等に配慮し、寄り添いながら支援を実施するものと

する。 

６ 前各項に掲げるもののほか、市は、この条例の目的を達成するために必要な措

置又は支援を適宜実施するものとする。 

 （施設等に対する支援） 

第６条 市は、社会福祉施設その他の多数の者が利用する施設（以下「社会福祉施

設等」という。）において新型コロナウイルス感染症が発生し、又はまん延しない

ように、巡回指導、啓発活動その他の必要な支援を実施するものとする。 

２ 市は、社会福祉施設等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合であ

って、当該社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、

当該社会福祉施設等が事業を継続するために必要があると認めるときは、次に掲

げる支援を実施するものとする。 

 (１) 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための措置に係る保健師等

による指導及び助言 

 (２) 新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑い

がある場所の消毒に係る支援 

 (３) 当該社会福祉施設等が新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のための

措置を講ずるに当たり必要な資材又は経費に係る支援 

 (４) その他当該社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症のまん延を

防止し、当該社会福祉施設等が事業を継続するために必要な支援 

 （関係機関等との連携） 

第７条 市は、前２条に規定する支援をより効果的に実施するため、医療機関をは

じめとする関係機関、関係団体、事業者等と連携するものとする。 

 



第３章 差別的取扱い等の禁止 

 （差別的取扱い等の禁止） 

第８条 何人も、全ての者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染

しているおそれがあること、過去に新型コロナウイルス感染症に感染した経験が

あること、自己の管理する場所又は施設において新型コロナウイルス感染症が発

生したこと等を理由する不当な差別的取扱い、誹謗中傷その他の権利利益を侵害

する行為（以下「差別的取扱い等」という。）をしてはならない。 

 （差別的取扱い等への対応） 

第９条 市は、市民から、差別的取扱い等を受け、若しくは受けるおそれがある旨

の申出を受けたとき又は市民に対して差別的取扱い等が行われ、若しくは行われ

るおそれがあることを発見したときは、当該差別的取扱い等を受け、又は受ける

おそれがある市民（以下「支援対象者」という。）の救済を図るために、次に掲げ

る支援を実施するものとする。 

 (１) 支援対象者からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びに必要な

情報を提供する支援 

 (２) 支援対象者が安心して日常生活を営むために必要な経済的支援その他の支

援 

 (３) 差別的取扱い等の防止のために必要な措置の実施その他の支援対象者の権

利の擁護のために必要な支援 

２ 市は、前項に規定する支援を実施するに当たっては、支援対象者の意思を尊重

しなければならない。 

 

第４章 対策本部 

（新型コロナウイルス感染症対策本部） 

第１０条 新型コロナウイルス感染症対策本部長（以下「本部長」という。）は、新

型コロナウイルス感染症対策本部の事務を総括し、その職員を指揮監督する。 

２ 新型コロナウイルス感染症対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部

長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 新型コロナウイルス感染症対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の

命を受け、新型コロナウイルス感染症対策本部の事務に従事する。 

４ 新型コロナウイルス感染症対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必

要な関係機関の職員を置くことができる。 

５ 前項の関係機関の職員は、市長が委嘱する。 



（会議） 

第１１条 本部長は、新型コロナウイルス感染症対策本部における情報交換及び連

絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症対策本部の会

議（以下「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は、法第３５条第４項の規定に基づき国の職員その他市の職員以外の者

を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

 

第５章 雑則 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


