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新型コロナウイルス感染症への対応について（経過報告） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する国・県の動きについて 

  

【国の動き（緊急事態宣言等）】 

 ◯緊急事態宣言の発出等 

月 日 内 容 対象期間 対象区域 

１月 ７日（木） 再発出 

１月８日（金）から 

２月７日（日）まで 

（３１日間） 

東京、埼玉、千葉、神奈川 

（１都３県） 

１月１３日（水） 区域変更 

１月１４日（木）から 

２月７日（日）まで 

（２５日間） 

大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、

栃木、福岡 

（２府５県） 

２月 ２日（火） 

期間延長及び 

区域変更 

≪一部解除≫ 

上記期間に引き続き 

３月７日（日）まで 

（２８日間延長） 

上記緊急事態措置の対象となっ

ている区域のうち、栃木県を除

く１都２府７県 

  

◯全都道府県を対象としたＧｏＴｏトラベル事業の一時停止  

一時停止期間：令和２年１２月２８日（月）～令和３年３月７日（日）（２回の延長措置含む） 

  

 

【佐賀県の動き】 

月 日 発表会議回 決定事項等 

１月１５日（金） 第５６回 
・最大確保病床を５１増床（２８１床→３３２床） 

  ステージ３  

１月１８日（月） 第５７回 

・飲食店等への時間短縮営業要請 

（要請期間：１月２１日～２月７日の１８日間） 

・ＳＡＧＡおいし～と食事券（ＧｏＴｏイート）販売・使用期間

の延長 

１月２１日（木） 第５８回 ・最大確保病床を４増床（３３２床→３３６床） 

２月 ２日（火） 第６０回 ・鳥栖市に宿泊療養施設を１２４室確保（２３０室→３５４室） 

２月 ５日（金） 第６１回 
・飲食店への時間短縮営業要請解除（２月７日をもって解除） 

  ステージ２  

２月１７日（水） 第６３回 
・感染者の公表形式を１日１回発表へと変更 

 ステージ１  

全 員 協 議 会 資 料 
令和３年２月１８日 
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１ 新型コロナウイルス感染症の感染状況 

(1) 佐賀県内・佐賀市内における感染状況 （2/16 現在） ※再陽性 2件を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 陽性確認数日別推移（R2.11.1～R3.2.16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入院１８人（うち、重症者１）、ホテル１３人【2/16 現在】 

・１月に入り陽性者数の増加が著しかったが、中旬以降減少に転じ、現在は本県における第３波

の収束が期待できる状況となっている。引き続き感染予防対策の徹底が重要である。 

・第１波、第２波と比較して、特に１月以降、クラスターと家族内感染の事例が目立つようになっ

た。 

・陽性者の年代別比率をみると、第２波では全体の５割を占めていた２０代及び３０代が、第３

波では大きく減少（３割弱）、一方で１０代の割合が増加している。以前よりも年代別の差異が

小さくなってきている。 

  

（件）

佐賀市 278 武雄市 29 吉野ヶ里町 10 有田町 21

唐津市 137 鹿島市 7 基山町 39 大町町 5

鳥栖市 175 小城市 71 上峰町 13 江北町 15

多久市 20 嬉野市 10 みやき町 16 白石町 24

伊万里市 30 神埼市 44 玄海町 5 太良町 3

県外42　不明1

（件）

件数 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月

　県　 995 2 39 6 0 35 155 8 9 55 159 483 44

市 278 1 11 0 0 14 65 1 4 8 46 124 4
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● ステージ指標と佐賀県の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１月中旬のピーク時には、病床占有率、療養者数、新規報告数及び前週との比較の４つの指標に

おいてステージⅢの数値を上回っていたが、現在は改善している。 

・県は本県の状況について、２月５日にステージⅡに、さらに２月１７日にはステージⅠの水準ま

で改善したとの認識を示した。 

 

 

（2）全国の陽性者発生状況（R2.11.1～R3.2.16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステージⅢの指標
佐賀県

1/14時点
佐賀県

2/16現在

病床全体
最大確保病床の占有率　　　　２０％以上
現時点の確保病床数の占有率　２５％以上

33.8％
（95/281）

5.4％
（18/336）

うち重症者用病床
最大確保病床の占有率　　　　２０％以上
現時点の確保病床数の占有率　２５％以上

6.4％
（3/47）

2.1％
（1/47）

１０万人あたり１５人以上 19.3人 3.8人

１０％ 8.9％ 0.9％

直近１週間で１０万人あたり１５人以上 19.3人 1.1人

増加
増加

（74→156）
減少

（29→9）

５０％
27.6％

（43/156）
11.1％

（1/9）

※ 佐賀県の人口は808,074人（県公表Ｒ3.1.1現在）として算定

⑥感染経路不明割合

①病床の逼迫具合

②療養者数

③ＰＣＲ検査陽性率

④新規報告数

⑤直近1週間と先週1週間の比較
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(3) 市職員の感染者の報告 

判明日 所  管 業務内容 年代 性別 

令和２年８月１３日 佐賀市立中学校 事務補助 ４０代 女性 

令和３年１月 ４日 佐賀市立中学校 学校事務 ５０代 男性 

令和３年１月１５日 

川原保育所 

保育士 ６０代 女性 

令和３年１月１６日 保育士 ２０代 女性 

令和３年１月１７日 保育士以外の職員 ３０代 女性 

同 上 保育士 ６０代 女性 

 

 

２ 対策本部会議の開催状況 

会議回  開 催 日 時 主  な  内  容 

第３０回 
令和２年１１月１３日（金） 

１４：３０ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯11 月からの県内医療機関の医療提供体制 

第３１回 
令和２年１２月 ２日（水） 

１６：３０ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

 

第３２回 
令和２年１２月 ９日（水） 

１６：３０ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯職員等が検査を受けた場合等の報告及び施設消毒

等の再確認 

第３３回 
令和２年１２月２３日（水） 

１５：０５ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯新型コロナウイルスワクチンの接種 

◯児童生徒の陽性判明時における臨時休業の取扱い 

◯年末年始の行事、過ごし方及び帰省 

第３４回 
令和３年 １月 ６日（水） 

１３：３０ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯新型コロナウイルスワクチン接種実施本部（仮称）

の設置 

第３５回 
令和３年 １月１４日（木） 

１７：００ 

◯新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯今後の職員のテレワーク及び在宅勤務等を見据え

た取り組み 

第３６回 
令和３年 １月１８日（月） 

１５：３０ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯佐賀市立川原保育所で発生したクラスター 

◯飲食店等への営業時間短縮の要請 

第３７回 
令和３年 １月２７日（水） 

１５：００ 

◯新型コロナウイルス感染症の感染状況 

◯新型コロナウイルスワクチン接種事業 
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３ 市の対応状況 

(1) 小中学校関係  

ア 児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応 

・原則として当該学校又は学年等を直ちに臨時休業し、保健所の調査等に協力する。 

  ・当該校の校舎、施設を消毒する。（保健所の指示による） 

  ・学校再開は、保健所の指導に従った上で、市教委、学校と協議し決定する。 

   ※感染が広がっていない場合は、１日～３日程度の学校又は学年等の臨時休業とする。 

   ※当該児童生徒が他の学校関係者に感染させる可能性がある期間に登校していない状況 

が確認された際には、臨時休業としない。 

   ◯対応状況（１２月～１月）：学校臨時休業 ３校 ／ 学年閉鎖 １校 

 

イ 新型コロナウイルス感染症に対応した教育活動の留意点（R3.1.19 市教委通知） 

  ◆部活動 

・県外の学校やチーム等との交流は、引き続き特段の理由がない限り自粛。 

・県内の学校やチーム等との交流（大会参加を含む）は、特段の理由がない限り自粛。 

（１月２１日から２月７日まで）⇒２月８日以降自粛要請解除（R3.2.8 市教委通知） 

   

◆感染者等に対する差別やいじめ等への対応 

   ・児童生徒等に感染者等が発生した学校については、当該感染者等が通学を再開する時期 

などにおいて、差別やいじめ等が起きることがないよう、特に配慮する。 

 

ウ 市立小中学校卒業式 

   期日：中学校・・・３月６日（土）／ 小学校・・・３月１９日（金） 

※時間短縮及び規模縮小により実施 

 

 (2) イベント関係（新たな報告分） 

   令和３年（１月～３月） 

日 程 行事・イベント名 方 針 担当部署等 

１月２４日（日） 
第６９回佐賀市校区対抗駅伝

大会 
中止 スポーツ振興課 

１月３０日（土） 
令和２年度 

佐賀市地域づくり交流会 

市内１１会場に分散

してオンライン開催 
協働推進課 

２月１１日（木・祝）

～３月２１日（日） 
佐賀城下ひなまつり 中止 観光振興課 

３月２１日（日） さが桜マラソン 2021 

専用アプリケーショ

ンを利用したオンラ

イン大会を開催 

スポーツ振興課 

３月２８日（日） 2021 徐福桜健康ウォーキング 中止 
徐福桜健康ウォー

キング実行委員会 
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(3) 市有施設関係（利用制限）   

 施 設 名 称 制 限 等 

1 吉野山キャンプ場 
２月１０日まで感染拡大防止のため休園。その後当分の間、密を避

けるために、オートキャンプ場は１区画おきに利用を制限する。 

2 山中キャンプ場 ２月２８日まで感染拡大防止のため休園。 

3 神水川パークゴルフ場 
３月７日まで感染拡大防止のため佐賀県民のみの利用。来場者の検

温で、３７℃以上の方は入場をお断りしている。 

 

(4) さが きゃあもん商品券の利用期間延長 

   令和３年１月２０日（水）、利用期間（有効期限）を１か月延長決定。 

    ※１月２０日に佐賀市プレミアム付商品券発行事業実行委員会からプレスリリース 

     ・変更前：令和３年１月３１日（日） 

     ・変更後：令和３年２月２８日（日） 

 

 

４ 川原保育所におけるクラスターの発生事例 

(1) 新型コロナウイルス感染症の発生状況 

ア 職員４人の概要及び感染確認日 

職 員 の 概 要 感 染 確 認 日 

６０歳代・女性（保育士） 令和３年１月１５日（金） 

２０歳代・女性（保育士） 令和３年１月１６日（土） 

３０歳代・女性（保育士以外の職員） 令和３年１月１７日（日） 

６０歳代・女性（保育士） 令和３年１月１７日（日） 

  

イ 園児３人の概要及び感染確認日 

園 児 の 概 要 感 染 確 認 日 

１０歳未満・女児 令和３年１月１７日（日） 

１０歳未満・女児 令和３年１月１７日（日） 

１０歳未満・女児 令和３年１月１８日（月） 

 

(2) 臨時休園について 

休園期間：１月１６日（土）から１月２６日（火）まで 
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(3) 代替保育について 

ア 実施期間 １月２１日（木）から１月２６日（火）まで（土日除く。） 

イ 実績 

区分 1/21(木） 1/22(金） 1/25（月） 1/26(火） のべ計 

園児(人) ２ ３ ５ ４ １４ 

 

(4) 経緯 

月 日 内  容 

１月１５日（金） 同保育所の保育士１人の陽性が判明。 

１月１６日（土） 
臨時休園し、濃厚接触者等６４人のＰＣＲ検査が実施された。

職員１人の感染も確認された。 

１月１７日（日） 職員２人及び園児２人の感染が確認された。 

１月１８日（月） 

園児１人（17 日陽性園児のきょうだい児）の陽性が判明した

（クラスターの発生確認）。また、子育てサロン利用者５９人

のＰＣＲ検査が実施された。 

１月１９日（火） 
１６日の検査を受けていない者７０人のＰＣＲ検査が実施さ

れ、結果はすべて陰性。 

１月２１日（木） 代替保育を開始（休園期間である２６日（火）まで実施） 

１月２７日（水） 
通常保育を再開（ただし、一部の濃厚接触者である園児は、 

３０日（土）から登園） 

 

(5) 保育所再開に当たっての措置（主なもの） 

ア 健康管理の徹底（園児の体調記録、職員の健康観察で休日の状態も把握する。） 

イ 手指消毒の徹底（各部屋入口にディスペンサー増設、携帯型購入） 

ウ 飛沫・接触防止（入館者削減、入館範囲の制限、職員が園児と食事をとらない） 

エ 子育てサロン等中止（２月まで中止） 

オ 行事の中止（交通安全教室等） 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策について 

(1) 基本的な考え方  

   感染症予防対策と併せ、大きな影響が生じている地域経済の回復に重点を置いた対策を講じ

る。 

 

 (2) 事業規模 

   約１２億円（３月補正予算、当初予算に計上）⇒ 議案を追加送付予定 

【主な感染症予防対策等】 【主な経済対策】 

保育環境整備改善事業 事業継続支援金事業 

学校保健特別対策事業 プレミアム付商品券発行事業 

緊急雇用対策事業    など 宿泊支援事業        など 
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６ 新型コロナウイルスワクチンの接種について 

 【 別 紙 】 

 

 



1 

 

 

 

（１）これまでの経過 

 （国・県・市・市医師会のこれまでの動き） 

年月日 主体 経過の内容 

令和２年 

１２月 ９日 
国 

予防接種法の改正 

（新型コロナウイルスワクチン接種の特例措置） 

１２月１８日 国 
第１回新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自

治体説明会 

１２月２３日 市・市医師会 
佐賀市医師会役員会 

（ワクチン予防接種についての説明） 

令和３年 

１月２１日 
県・市 

佐賀県新型コロナウイルス感染症のワクチン接種調整チーム

と協議 

１月～ 市 

・接種券の発送準備 

・既存保健システムの改修、予約受付システムの開発 

・市民への周知方法の検討 

１月２２日 市・市医師会 
佐賀市医師会役員会 

（佐賀市のワクチン予防接種の考え方について説明） 

１月２５日 国 
第２回新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自

治体説明会 

１月２７日 市・市医師会 
佐賀市医師会理事会 

（佐賀市のワクチン予防接種の考え方について説明） 

２月 １日 市・市医師会 

・佐賀市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部の設置  

・佐賀市新型コロナウイルスワクチン接種対策室の設置 

・佐賀市医師会役員会（医療従事者優先接種についての協議） 

２月 ４日 市医師会 
医療従事者優先接種実施医療機関希望調査 

（市医師会から各医療機関へ照会） 

２月１０日 市・市医師会 
佐賀市医師会理事会 

（医療従事者優先接種についての協議） 

２月１４日 国 ファイザー薬事承認 

２月１７日 

国 

・医療従事者先行接種開始 

・第３回新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る

自治体説明会 

市・市医師会 
佐賀市医師会役員会 

（佐賀市のワクチン予防接種の考え方について説明） 

 

全 員 協 議 会 資 料 
令和３年２月１８日 

６ 新型コロナウイルスワクチンの接種について 
別 紙 
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（２）国によるワクチン接種の基本設計 
 

NO 内容 国の設計 

１ 実施主体 市町村が実施（厚生労働大臣の指示、県の協力） 

２ 接種対象者 １６歳以上の市民【希望者】 

３ 接種順位 

２月 17 日～ 
医療従事者向け先行接種 

（全国約１万人 佐賀県３医療機関） 

３月中旬～ 医療従事者向け優先接種（全国約 370 万人） 

４月以降～ 

高齢者接種（６５歳以上） 

（全国約 3,600 万人 佐賀市約 6.5 万人） 

接種券発送：３月下旬予定 

５月以降 

上記以外の方の接種（基礎疾患のある方、高齢者施設

等の従事者優先） 

接種券発送：４月下旬予定 

４ 接種場所 個別医療機関、市が設ける特設会場（集団接種会場） 

５ 個人負担 無料【国負担】 （税込み 2,277 円／本・回） 

６ 接種率 ６割～７割を想定 

７ 
ワクチンの 

分配、配送 

・国が県の分配量を決定、県は市町の分配量を決定、市は医療機関等

の分配量を決定 

・県、県医師会と協議の上、佐賀市のワクチン配送担当業者は㈱アス

テムに決定 

・ワクチン供給スケジュール（市への分配量等）は、現時点で未定 

 

 【国のワクチン確保量（３．１４億回分】 

ワクチン製薬会社名 申請日 承認日 国の確保量 接種回数 保管温度 

ファイザー社 令和２年１２月１８日 令和３年２月１４日 1.44 億回分 

２回 

－75℃ ±15℃ 

アストラゼネカ社 令和３年 ２月 ５日 ― 1.2 億回分 2～8℃ 

武田/モデルナ社 ― ― 0.5 億回分 －20℃ ±5℃ 

   

 

（３）佐賀市の基本的な考え（R3.1.27 市対策本部会議で決定） 
 

①接種方法：個別接種と集団接種の併用型 

   個別医療機関接種を基本に、集団接種（市有施設等）で補完する併用体制で実施。 

 

  【接種方法の考慮点】 

  ・多くの市民に安心して身近な場所で接種してもらうように実施する。 

   ・若年層等の接種率を高めるため、平日夜間、土曜、日曜にも接種会場を設ける。 

   ・高齢者等のインフルエンザ予防接種方式（個別接種）を基本にする。 
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 ②接種体制（佐賀市医師会と調整中） 

ア 個別接種：接種に協力される医療機関（５０施設を想定） 

イ 集団接種：市有施設を数か所設置（平日夜間２時間程度、日曜日） 

＊集団接種は、個別医療機関の接種可能数及び市へのワクチン供給量を見ながら会場

の選定を行う。（佐賀市医師会、ほほえみ館、支所等を想定） 

 

③市の推進体制 

令和３年２月１日に「新型コロナウイルスワクチン接種実施本部」及び「新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策室」を設置。 

    

   ◯新型コロナウイルスワクチン接種実施本部 

構成：市長、副市長、関係部局長等 

 

   ◯新型コロナウイルスワクチン接種対策室（事業実施を担う室を保健福祉部に設置） 

構成：室長、副室長、室員３名、会計年度任用職員３名 計８名 

 場所：市役所市民ホール（正面玄関西側） 

 

（４）ワクチン接種の今後の流れ（佐賀市） 

 ①接種券発送（２回分） 

  ・接種券は、市内に居住されている方に発送（予診票も同封予定）。 

  ・第１段階は、高齢者から発送 

 

②接種を希望される方は、接種実施施設を選択し、予約してもらう。 

ア 個別医療機関を希望される方：個別医療機関へ直接電話で予約 

イ 市が設置した集団接種会場を希望される方：市のコールセンターに電話で予約（現在、

スマホで予約できるようシステムを構築中）。 

 

 ③集団接種会場での接種 

１）受付（予約簿、免許証等による本人確認） 

２）予診票確認（副反応の説明について、本人の同意を確認） 

３）問診（医師） 

４）接種（医師及び看護師） 

５）接種済証交付 

６）接種後の経過観察（１５分～３０分程度） 

＊集団接種会場への移動が困難な方に対しては、巡回接種を検討中（現在、医師会と調整中） 
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（５）接種に係る主な経費（国の 10/10 補助） 
   

・接種委託料 

・個別接種実施医療機関委託料（接種後経過観察等） 

・保健システム改修・接種予約システム・接種者記録システム開発費用 

・接種券印刷、発送料 

・コールセンター設置費用 

・集団接種運営委託料（医師・看護師派遣、会場運営） 

 

（６）今後の課題 

  ・集団接種会場の選定 

  ・ワクチンの供給量による接種調整 

  ・施設への巡回医師調整（医師会との調整） 

  ・複数のワクチンが供給された場合の接種体制 

 

（７）その他 

◯市のコールセンター開設（３月１日予定） 

    電話番号：０９５２－２７－８７５５ 

    開設時間：９：００から１７：００まで（平日のみ） 

    業務内容：ワクチン接種手続きに関する問い合わせ対応 

 

≪接種券≫ 

 

 

 

  

見 本 
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≪予診票≫ 

 

見 本 


